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「当たり前と思えることを大切にしていこう」
校長

和田

卓也

校庭の入り口にある「ハンカチノキ」がステキな花を咲かす季節
になりました。いよいよ 5 月に入ります。今年の 4 月は、子どもた
ちから、
「また、よろしくお願いします。」といった挨拶をしてもら
うことが度々あり、必然的に２年目ということを強く意識させられ
ました。2 年目である以上、昨年度同様でとどまってはいられませ
ん。「すべては子ども達のために…」という目指す学校像のもと、
更なる学校運営の充実に取り組んでまいりたいと思います。
そんな 2 年目の始業式では、「当たり前と思えることを大切にして
いこう」という大きなテーマで話をしました。
「あいさつ」ができるよ
うになってきた 1 年目を生かして、それを様々な事に広げていこうと
【ハンカチのような花で｢ﾊﾝｶﾁﾉｷ｣】
いう思いを込めました。話のポイントは以下のとおりです。

1 つ目…「素直である事」
「成長は、素直さに比例する。」という言葉がある通り、人が人として成長していくうえで、姿勢と
しての全ての基本は「素直であること」です。これからたくさんの事を吸収し、身に付けていかな
くてはいけない皆さんにとって最も大切な事は、素直な気持ちで人の話に耳を傾ける事。そして、
良いと言われたことをやってみることです。
二つ目…「好きになる努力をすること」
自分のこと、今やらなくてはならないこと、これからやろうとすること、目の前にいる親や友達
や先生のこと。そして大宮別所小学校のことを好きになる努力をすること…これはとてもステキな
事です。好きな事なら頑張れます。大好きなものなら傷つけたりしません。
三つ目…「あきらめないこと」
誰にでも苦手な事はあるし、すぐにはできないこともあります。でも、諦めない限り、努力を続
けている限り、無限の可能性があるということす。
この 3 つの事は「当たり前だけどとても大切な事です。」機会のあるごとに思いだしてくれたら嬉
しいです。今年度もよろしくお願いします。
価値観が多様化する現代において、人によっては「当たり前」ではないかも知れません。だからこそ、
教職員を含め、これらの事が「当たり前」と感じられるような学校にしていきたいと思います。
～新たな取組①…GIGA スクール構想の実現に向けて～
現在、2～6 年生を中心に、タブレットを活用した学習活動を始め
ています。まず、4 月については「児童が一人でタブレットを使える
ようにすること。」を大きな目的として、授業中だけでなく、面談や身
体測定、健康診断の待ち時間等を通して、できるだけタブレットに触
れる機会を増やしているところです。今後も教職員研修等も行いなが
ら、より効果的な活用を目指してまいります。
～新たな取組②…○○月間の設定～
学校では、
「国語・算数」といった各教科の指導だけでなく、全教育活動の中で行う教育があります。
「人権教育」や「環境教育」といったものがそれにあたります。今年度は、そんな教育の「見える化」
を通して、学校全体の取組の充実を図ることを目的に「○○月間」を設定しました。ちなみに、4 月
は、キャリア教育の視点から「夢月間」とし、キャリアパスポート等を活用し、今年度の目標等につ
いて考えました。5 月は「心の教育」の視点から、
「心を潤す 4 つの言葉推進月間」とし、今年度は挨
拶に加え「ありがとう」という言葉に焦点を当て、日常生活の中での啓発に取り組んでまいります。

お知らせとお願い
◇給食費の引落が開始されます◇
初回は、５月１０日（月）に４月分・５月分の
２か月分をまとめて引落させていただきます。残
高不足の無いよう引落日前日までに、ご確認をよ
ろしくお願いいたします。
◆１年生
７，５１５円（手数料含む）
◆２年生～６年生 ８，８１５円（手数料含む）

◇ヒヤリハットマップ・子ども１１０番の家について◇
全児童にヒヤリハットマップ（令和３年２月作成版）
を配付いたしました。ご家庭で、地域の危険な箇所につ
いてご確認ください。また、学校では子ども１１０番の
家についても一斉下校
の際に指導しました。
近所や通学路にある
子ども１１０番の家に
ついて、ご家庭でも確
認をお願いいたします。

◇交通安全指導の徹底について◇
日頃より、旗振り当番やお迎えパトロール、
ご家庭での交通安全へのお声かけ等のご協力、
大変にありがとうございます。
４月２２日に一斉下校があり、交通安全につい
て以下の５点を指導いたしました。
（１）交差点や見通しの悪い場所では、必ず一
旦止まって絶対に飛び出さないこと。
（２）道路や交差点を横断するときは、信号を
守るとともに、必ず横断歩道や歩道橋、
自転車横断帯を利用すること。
（３）信号が青のときでも、右折や左折をして
くる車やバイクの動きなど、左右の安全
を確かめてから道路を横断すること。
（４）自転車に乗るときは、交通ルールやマナ
ーを守り、飛び出しや急な方向転換など
は、絶対にしないこと。
（５）道幅が狭く、歩道が無い道路などをやむ
を得ず歩いたり、複数で自転車走行をし
たりする場合には、一列になり、車やバ
イクが通り過ぎるまで
止まるなどして、安全
に十分気を付けること。
ご家庭でも、児童へのお声
かけをお願いいたします。

◇ゴールデンウィーク期間の安全な過ごし方と児童の心の健康について◇
４月２９日（木）から５月５日（水）の期間が大型連休となります。
※４月３０日（金）は振替休業日（５月８日土曜授業日分）です。
この期間、児童の安全な過ごし方について十分ご注意ください。また、この期間は新年度の疲れが出てく
る時期でもあります。懇談会で啓発させていただいた、
「すくすく のびのび 子どもの生活習慣向上」キャ
ンペーンについては、ご家庭でいかがお取り組みでしょうか。休み明けに元気に登校できるよう、
『早寝・早
起き・朝ごはんを実践し生活リズムを整える』『メディアの活用方法やルールについてあらためて話し合う』
など、ご家庭で生活習慣を見直してみてください。

◇年間行事計画の配付について◇
別紙にて、令和３年度大宮別所小学校年間行事計
画を配付いたしました。今後の感染症拡大の状況
などにより予定を変更した際には、学校だよりや
学年だより、ホームページ、学校安心メール等を活
用してご連絡いたします。

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。
また、学校安心メールにおいても、適宜、必要な
情報を配信してまいります。学校安心
メールの確実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
※学校ホームページのＱＲコードはこちら⇒

◇土曜授業日及び引渡し訓練について◇
５月８日（土）は土曜授業日（金曜時間割３時間
１１:４０頃下校）です。予定していた引渡し訓練
は、感染症拡大防止の観点から行わず、メール配
信及び動作の確認のみとさせていただきます。詳細
は４月２７日配付済の手紙にてご確認ください。

◇運動会について◇
4 月号でお伝えした 2 グループに分ける方式で、
５月２９日（土）午前に実施する予定で準備を進め
ています。
（保護者参観 1 名のみ可）
。詳細について
は、別のお手紙でお知らせいたします。５月からは
各学年の運動会練習も始まります。通常の時間割と
変更になりますので、学年便りでご確認ください。

◇５月１日『さいたま市民の日』について◇
さいたま市誕生２０周年の節目として、５月１日を『さいたま市民の日』が制定されました。詳細は別
紙【さいたま市民の日における学校の取組及び休業について】をご確認ください。大宮別所小学校では、
清掃時にさいたま市の歌「希望（ゆめ）のまち」を流したり、
「さいたま市民の日パンフレット」を活用
した指導や講話等を行ったりするなど、さいたま市の魅力を認識・発見できるようにしていきます。
◇暑い時期の過ごし方について◇
今後の気温の上昇に伴い、小学校では熱中症予防に万全を期してまいりますが、ご家庭でも以下の点につ
いてご確認ください。
○水筒の持参について
・容器は水筒とし、中身は水、またはお茶とします。
・熱中症等予防対策の水分補給として、授業中や休み時間に飲むこととします。下校時等に飲む場合に
は、事故等に気を付けて安全な場所で飲むようにします。
・水筒は毎日持ち帰り洗浄するなど、衛生管理に細心の注意を払うようお願いします。
○その他の熱中症対策について（冷却グッズの使用等）
・登下校中の熱中症対策として、赤白帽子の着用はお願いしているところですが、状況に応じて日傘や冷
却シートなどの冷却グッズを使用しても構いません。なお、校内においては、引き続きこまめな水分補
給や運動時の適切なマスクの着脱等について適宜指導してまいります。
○体育着等の取り扱いについて
・体育時における下着の着用は、原則、全学年ともに本人の意思に任せておりますが、４年生以上の女児
については、全員に下着の着用をお願いしております。体育時に下着を着用する場合には、替えの下着
の持参をお勧めします。また、洗濯の関係で体育着が間に合わないときには、代わりのＴシャツを持た
せてください。併せて、衛生面の観点から、ハンカチとは別に汗拭きタオルの持参もご検討ください。

学校の様子から

コロナウイルス感染防止対策の強化のた
め、来客用入口及び保護者入口の表示とと
もに、非接触型体温計を常設しました。来
校の際にはご確認のうえ、消毒並びに検温
のご協力をお願いします。

４月中旬に行
われた授業参観・
懇談へのご協力
ありがとうござ
いました。
慣れない特別
教室での授業で
したが、子ども達
はよい姿勢で学
んでいました。

２３日(金)に
離任式が行わ
れ、懐かしい
先生方が来校し
てくださいまし
た。心温まる別
れの会となりま
した。

通学班長会
議の一場面。地
域の皆さまの
ご協力のもと、
安全な登下校
ができるよう、
指導を重ねて
まいります。

【５月の行事予定】
５月の生活目標
気持ちを言葉で伝えよう ～心を潤す４つの言葉推進月間～
さいたま市では、心を潤す４つの言葉として、「おはようございます」「ありがとうございます」「はい」「ごめん
なさい」を場面に応じて適切に使えるよう指導しています。この４つの言葉を、より気持ちが伝わるようにするた
めにどう工夫していくかを考えさせていきます。
5月の生活目標

5月

「気持ちを言葉で伝えよう 」～心を潤す４つの言葉推進月間～

朝

行事

日

曜日

1

土

2

日

3

月

憲法記念日

4

火

みどりの日

5

水

こどもの日

6

木

Ａ週 チャレンジタイム 視力再検査２年

7

金

Ａ週 生活朝会

教育相談日 視力再検査１年
個人面談日程配付予定日

8

土

Ａ週 読書タイム

土曜授業日（引き渡し訓練※メールのみ）
通常３時間（金曜日課）

9

日

10

月

Ｂ週 ＧＳタイム

尿検査（１次）

11

火

Ｂ週 講話朝会

尿検査（予備）

12

水

Ｂ週 ＧＳタイム

委員会②

13

木

Ｂ週 チャレンジタイム

内科検診（１年・６年男）
学校運営協議会①

14

金

Ｂ週 読書タイム

教育相談日

15

土

16

日

17

月

Ａ週 ＧＳタイム

色覚検査（１年希望者）

18

火

Ａ週 児童朝会

色覚検査（１年希望者）

19

水

Ａ週 ＧＳタイム

運動会係打合せ予定日①（６ｈ）
※Jアラート試験放送11:00

20

木

Ａ週 チャレンジタイム

21

金

Ａ週 読書タイム

22

土

23

日

24

月

Ｂ週 ＧＳタイム

25

火

Ｂ週

運動会全体リハーサル

26

水

Ｂ週 ＧＳタイム

運動会全体練習予備日
内科検診（３～５年・な）
運動会係打ち合わせ予定日②（６ｈ）

27

木

Ｂ週 学級の時間

６年全国学力学習状況調査

28

金

Ｂ週 読書タイム

通常日課４時間（１～４年）
運動会前日準備（５・６年）
教育相談日
尿検査（２次）

29

土

30

日

31

月

下校時刻

週

（さいたま市民の日）学校閉庁日

結核問診票配付
尿検査配付

１・２年14:45
３～６年15:35
１～３年14:45
４～６年15:35
全学年11:40

全学年14:40

安全点検日
ＰＴＡ新旧運営委員会 9:30

１年14:40
２～６年15:35
１～４年14:40
５・６年15:35
１・２年14:40
３～６年15:35
１～３年14:40
４～６年15:35

全学年14:40
除草作業

小・中合同あいさつ運動
教育相談日

色覚検査（４年希望者）

除草作業

１年14:40
２～６年15:35
１～４年14:40
５・６年15:35
１・２年14:40
３～６年15:35
１～３年14:40
４～６年15:35

全学年14:40

運動会予定

振替休業日

給食なし

１年14:40
２～６年15:35
１～４年14:40
５・６年15:35
１・２年14:40
３～６年15:35
１～４年13:45
５・６年15:35
全学年12:15

