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令和３年度がスタート！！
校長

よろしくお願いいたします。
和田

卓也

今年の春は、降り注ぐ陽光が例年よりも強く輝いているように
感じます。その光をいっぱいに浴びた桜は、少しせっかちでした
が、子どもたちの入学、進級をお祝いするかのように見事に美し
く咲きほころんでいました。保護者の皆様、お子様の入学・進級
おめでとうございます。
さて、本校は、新たに新入生１２８名を迎え、全校児童７７５
名で新しい年の教育活動をスタートいたしました。それと共に、

【校庭に咲く桜の木】

この春の人事異動により教職員の入れ替わりがありました。新体制となりますが、教職員一同、力
を合わせて子どもたちの望ましい成長のために全力を尽くしてまいりたいと思います。大宮別所小
学校を離れた教職員に対するこれまでの皆様のご支援・ご協力に感謝申し上げますとともに、新た
に着任しました教職員に対するより一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
さて、本校は学校教育目標並びに「子ども像」を次のように定めております。
＝学校教育目標＝

大きな夢

力いっぱい

～夢と希望をもち 豊かな心でたくましく生きる子の育成～
≪目指す子ども像≫

〇かしこく
「じっくり考える子」

〇ゆたかに
「思いやりのある子」

〇たくましく
「ねばり強い子」

今年度は、その具現化に向け「目指す学校像」「目指す教職員像」を以下のように掲げました。
≪目指す学校像≫
～全ては子どもたちのために～
〇「居がい」…「学校に行きたい」「学校が楽しい」
〇「学びがい」…「できた」
「分かった」「みんなで学んだ」
〇「通わせがい」…「学校に通わせたい」「安心して任せられる」
を感じられる学校
≪目指す教職員像≫
～自走する教職員～
〇共通認識のもと、自ら考え、自主的に行動する教職員
重点目標等については、学校ホームページ上に「令和 3 年度 さいたま市立大宮別所小学校 学
校経営グランドデザイン」を掲載いたしましたので、そちらをご覧ください。引き続き、コロナ禍
の中での学校運営になりますが、感染防止には十分留意しながら、できる限りの教育活動を行って
いきたいと考えております。保護者並びに学校関係者の皆様、今年度も、学校運営に対する御理解、
御支援の程、よろしくお願いいたします。

【４月の行事予定】
４月の生活目標
あいさつから始めよう ～夢月間～
新年度のスタートです！昨年度に引き続き、あいさつの励行に大人が率先垂範で取り組んでまいります。また、
今年度は新たに毎月の重点指導テーマを設定し、指導の充実を図ってまいります。４月は『夢月間』として、様々
な学習場面や講話等を通し今年度や未来に向けた「夢」「希望」を喚起していけるよう指導してまいります。
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朝

行事

日

曜日

週

8

木

Ａ週

9

金

Ａ週 アンケートタイム 短縮３時間

始業式

短縮３時間

入学式

なのはな各種検診（身体・視力・聴力）

下校時刻
２～５年11:10
全学年11:10

10 土
11 日
12 月

Ａ週 相談タイム①

給食開始 安全点検 身体計測（５・６年） 聴力検査３年
視力検査４年

13 火

Ａ週 生活朝会

１年生・５年生授業参観・懇談会（旗振り講習会）
聴力検査５年 視力検査６年

14 水

Ａ週 相談タイム②

委員会① 身体計測（３・４年） 聴力検査６年 視力検査５年
吹奏楽部見学会（業間）

15 木

Ａ週 相談タイム③

授業参観・懇談会２年 身体計測（１・２年） 聴力検査４年
視力検査３年 吹奏楽部見学会(業間）

16 金

Ａ週 相談タイム④

授業参観・懇談会４年 （吹奏楽部保護者説明会）
視力再検査４年 聴力検査１年 視力検査２年 教育相談日

19 月

Ａ週 相談タイム⑤

１年生給食開始 心電図検査（１・４年） 聴力検査２年

20 火

Ａ週 １年生を迎える会

授業参観・懇談会６年 避難訓練(避難経路確認・各学年）
聴力再検査（３・５・６年） 聴力検査１年 視力検査１年

21 水

Ａ週 相談タイム⑥

授業参観・懇談会３年・なのはな
聴力再検査（１・２・４年） 視力検査１年

22 木

Ａ週 相談タイム⑦

通常日課５時間 一斉下校（５校時）
耳鼻科検診（全）

23 金

Ａ週

１年11:30頃
2～５年14:40
１年11:30頃
2346年15:35５年１４：４０
１年11:30頃 ２～４年14:40
５・６年15:35
１年11:30頃 ２年14:40
３～６年15:35
１年11:30頃
５・６年15:35２～４年１４：４０

17 土
18 日

読書タイム
（担任読み聞かせ）

教育相談日

離任式

視力再検査６年

１年13:50頃
２～６年14:40
１年14:45
２～６年15:35
全学年14:45
全学年14:45
１年14:45
２～６年15:35

24 土
25 日
26 月

Ｂ週 ＧＳタイム

眼科検診（全）

27 火

Ｂ週 児童朝会

個人面談希望日調査配付日 視力再検査５年

28 水

Ｂ週 ＧＳタイム

クラブ① 視力再検査３年

29 木

昭和の日

30 金

振替休業日（５月８日 土曜授業日）

全学年14:45
１年14:45
２～６年15:35
１～３年14:45
４～６年15:35

お知らせとお願い
◇日課の変更について◇
昨年度末にもお知らせした通り、以下の通り今年度の日
課を変更しました。
～令和２年度との主な変更点～
・登校時刻を８：０５～８：２０に設定しました。
・朝の会は８時２０分から開始します。
・そうじの時間を毎日設定します。
・昼休みは食休みの時間として１０分間とします。
・授業終了時刻の１０分後を下校開始時刻として設定し
ます。

登 校

８：０５～ ８：２０

８：０５～ ８：２０

朝の会

８：２０～ ８：２５

８：２０～ ８：２５

朝の活動

８：２５～ ８：４０

準備移動

８：4０～ ８：４５

１校時

８：４５～ ９：３０

８：２５～ ９：１０

９：４０～１０：２５

９：２０～１０：０５

準備移動

２校時
業間休み

３校時 １０：４５～１１：３０ １０：１５～１１：００
準備移動

令和３年度の行事について◇
・一昨年まで行われていた４月の家庭訪問は中止とし、ご
自宅の位置を確認するために担任が地域を回らせていた
だきます。６月に全家庭対象の個人面談を予定しており
ます。
・例年５年生対象に実施している管弦楽鑑賞教室は中止と
なりました。
・例年４年生対象に実施しているプラネタリウムでの学習
ですが、令和２年度は中止となったため、新５年生は新
４年生と一緒に学習に行きます。
※今後の変更等についても随時お知らせしてまいります。

４校時 １１：４０～１２：２５ １１：１０～１１：５５
給食 １２：２５～１３：１０ １１：５５～１２：４０
歯みがき
片づけ

１３：１０～１３：２０ １２：４０～１２：５０

そうじ

１３：２０～１３：３５

昼休み

１３：３５～１３：４５ １２：５０～１３：００

５校時 １３：４５～１４：３０ １３：００～１３：４５
準備移動

１４：４０

５校時下校

１３：５５

６校時 １４：４０～１５：２５ １３：５５～１４：４０
帰りの会 １５：２５～１５：３０ １４：４０～１４：４５

１５：３５

６校時下校

◇感染症対策に基づく欠席の対応について◇

１４：５０

◇運動会について◇

学校では、
「新型コロナウィルス感染症に対応したさいたま

今年度の運動会は、感染症対策を考慮し、５月２９日

市学校教育実施マニュアル～学校の新しい生活様式～（第６版）

（土）の午前中を前半・後半に分け、全校を二分割して

2021.3.23」に基づき教育活動を行ってまいります。

実施することを第１案として検討しています。詳細は今

今後も「朝の検温の徹底」とともに、
「風邪の症状が

後の感染症の拡大状況をみてご連絡いたします。

ある場合は登校しない」
、
「家族が風邪様症状の際も登校
を見合わせる」等のご協力をお願いいたします。
欠席の際は、安心メールで配信する欠席連絡フォーム
をご活用ください。

◇登校指導について◇
登校時に教職員 1 名が自転車で学区内を巡回する取組
を 3 月より開始しました。児童の登校状況を把握し、指
導に生かすことをねらいとしています。通学班長会議や

◇保健関係提出書類について◇
昨年度末に新年度提出袋（緑色の封筒）に入れ各家庭

一斉下校等と関連付けることで、暗線指導の充実に努め
て参ります

に返却した保健関係の各種書類に、新しいクラスの番号
等を記入していただき明日ご提出をお願いいたします。
新１年生は１２日に提出をお願いします。

今後、教育活動の様子等を定期的
に学校ホームページにアップして
いく予定です。

◇登校班顔合わせについて◇

※学校ホームページのＱＲコードはこちら⇒

明日から、新１年生を含めた登校班での登校が始まり
ます。集合場所に付き添っていただき、保護者間での顔

また、学校安心メールにおいても、適宜、必要な

合わせをよろしくお願いいたします。

情報を配信してまいります。学校安心メールの確実

尚、登校に慣れるまでは、できるだけ保護者の登校の
見守りのご協力をよろしくお願いいたします。

な登録へのご協力をお願いいたします。端末の変更
等があった場合は、教頭までご連絡ください

