平成２９年度 第７号
さいたま市立仲本小学校
平成２９年１１月１日

学 校 だ よ り
http://nakamoto-e.saitama-city.ed.jp/

<学校教育目標>
(児童数)

進んで学習する子

１年１３３名

２年１４４名

思いやりのある子
３年１０９名

《１１月の生活目標》

いじめ撲滅強化月間

仲良く生活しよう

〈バイバイタイム

１６：３０〉

明るく元気な子

４年１３１名

５年１１５名

６年９４名

特別支援学級１名

日

曜

１

水 お話朝会 テーブルマナー給食５の１ 本となかよし週間10/23～11/2 原山中あいさつ運動10/30～11/2

２

木 基(NIE) ４年小中合同音楽会 テーブルマナー給食５の３ 歯科健診２・３・５年

３

金 文化の日

４

土 土曜チャレンジスクール

１０月２８日（土）には、ご多用の中たくさんのご来賓、保護者の方々をお迎え
して、「仲本小学校創立８５周年記念音楽会」を、例年とは異なり南浦和にある文
化センター大ホールで実施することができました。
ありがとうございました。また、このような立派な
会場で開催することができたのも、記念事業実行委
員会をはじめＰＴＡ・地域の関係者の皆様のご理解・
ご協力と感謝申し上げます。子どもたちは、大きな
会場に戸惑いながらも、練習の成果を十分に発揮し
て、表情豊かに笑顔で精一杯発表することができま
した。この自信を今後の教育活動に活かして参ります。

５

日

６

月 読書タイム

７

火 特日３（給食あり）

８

水 児童朝会（代表委員会）

９

木 基(国) 青空タイム 代表委員会

10

金 基(算) 登校指導

11

土

12

日

13

月 振替休業日（学校公開・仲本祭）

さて、１１月の第３日曜日は「家族の日」（今年は１９日）です。これは、少子
化対策の一つとして平成１９年度に制定されました。子どもと子育てを応援する社
会の実現のために、子どもを大切にし、社会全体で子育てを支えようというねらい
で始まり、「家族の日」前後の１週間も「家族の週間」と位置付けています。この
取組は、子育てを支える家族や地域の大切さを理解し、仕事や家事、勉強などで忙
しい時でも、家族がいるから、家族とつながっているから、今を一生懸命頑張れる
安心して生活できるという家族・地域社会の実現を目指しています。家族を大切に
するという気持ちを再認識しようという取組です。
本校では、秋の読書週間に合わせて「本となかよし週間」を実施しています。読
書の素晴らしさは、実際に見たことのない情景でも、文章を読み取ることによって
その場面を心に思い浮かべ、臨場感をもつことができます。さらに、読書の経験を
通して広い視野から物事を見ることができるようにもなります。
秋の夜長、「家族の日」「家族の週間」の主旨を踏まえ、家族みんなで本の読み
比べを行い、その感想や印象に残った場面を語り合って、家族の絆を深めてはいか
がでしょうか。

14

火 県民の日

15

水 音楽朝会

16

木 特日３（給食あり）

17

金 特日５(1，2年)６(3～6年) 学校公開(３・４校時) ４年歯科巡回指導

18

土 学校公開(2・3校時)・仲本祭

19

日 「家族の日」

20

月 読書タイム（読み聞かせ１・２年）

21

火 業前(持久走会開会式) 持久走会４・２・５年

22

水 学級

23

木 勤労感謝の日

24

金 基(算) 持久走会予備日

25

土

26

日

27

月 読書タイム

28

火 学級 授業参観・懇談会１・６年 ６年携帯安全教室(５校時) 持久走会予備日 スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー来校

29

水 表彰朝会

30

木 基(国) 青空タイム

「家族の日」と読書
校長

宮原 仁

校庭の木々も色づき始め、秋本番を迎えました。

＜お知らせ＞ 先月より、少人数担当として山崎篤武（やまざき あとむ）教諭が
着任しています。３、４年生の少人数指導と４年生の書写を担当しています。よろ
しくお願いします。

１１月

の

行

事

予

計７２７名

定
放課後チャレンジスクール

クラブ
研究発表会

安全点検

諸費引落
歯科健診１年・４－３・４－４

放課後チャレンジスクール

テーブルマナー給食５の２

スクールカウンセラー来校
市教研研修大会
清水マリ先生の朗読会２・４・６年

食育の日
クラブ
原山中さわやか相談員来校

持久走会３・１・６年
ノーテレビ・ノーゲームデー

教
育
相
談
週
間

クラブ
授業参観・懇談会２・４年

理科教育研究発表会（浦和地区A）常盤小

放課後チャレンジスクール

いじめ撲滅強化月間

◎６年修学旅行
［９月２８日（木）～９月２９日（金）］
日光に行きました。華厳の滝の見学、戦場ヶ原ハ
イキング、中禅寺湖遊覧船乗船等を行いました。最
高学年として立派な態度で生活をし、たくさんの思
い出ができました。

◎人権の花セレモニー ［１０月２日（月）］
「花を育てることを通じて、互いに協力し合い相手
の立場を考えることや生命の尊さを学ぶこと」を目
的に人権の花セレモニーが行われました。児童代表
として環境委員会委員長の堀野航平さんが「人権の
花を大切に育て、みんなの笑顔が咲くような学校に
したい。」と発表しました。

◎１年校外学習［１０月４日（水）］
埼玉県こども動物自然公園に行きました。コ
アラやカンガルーを間近に見ることができて、
１年生は大喜びでした。小動物とふれあい、楽
しい１日になりました。

◎５年たかつえ自然の教室
［１０月１５日（日）～１０月１７日（火）］
福島県会津高原リゾートに行きました。小雨が降る
中でしたが、キャンプファイヤーやジップライン、焼
き板、ヤマメさばきなどを行いました。普段の生活で
はできない体験を通して、大きく成長することができ
ました。

◎仲本小学校創立８５周年記念音楽会
［１０月２８日（土）］さいたま市文化センター
「ひびけ 仲本っ子の歌声～８５年の思いをのせ
て～」の児童会のめあてのもと、全員合唱「翼をく
ださい」をはじめ、１年生から６年生まで、どの学
年も合唱やリコーダー奏・けんばん奏で素晴らしい
音楽を会場いっぱいに響かせてくれました。

１０月１０日の安全点検の結果、特に異常は認められませんでした。

今年度も本校では、６月、１１月、２月を「いじめ撲滅強化月間」として、児童、保護
者、教職員が一丸となり、いじめを未然に防ぐとともに、学校教育目標である「思いやりの
ある子」の育成に取り組んでいるところです。１１月の取組は以下のとおりです。
○１１月のお話朝会（「いじめ撲滅」に向けて） ○児童向けアンケートの実施
○いじめに関する生活目標の設定
○家庭や地域への広報・啓発活動
○保護者向けのアンケート調査の実施 ○道徳教育の研修（研究発表会・校内研修）
○「心を潤す４つの言葉」（おはようございます・はい）の取組
○児童会によるいじめ撲滅に向けた取組（各クラスによるあいさつ運動）
○学校公開日（１７日・１８日）での全クラス道徳の授業公開

◇４年生が「さいたま市小中合同音楽会」に参加します
１１月２日(木)に、さいたま市文化センターにて小中合同音楽会が開催されます。本校か
らは４年生が参加します。曲は「おはよう！」「トランペット吹きながら」です。保護者の
参観はできませんので、ご了承ください。
◇持久走会 21 日(火) ４年 9:40～10:30 ２年・５年 11:00～12:00 ※予備日

22 日(水) ３年 9:40～10:30 １年・６年 11:00～12:00
24 日(金) 28 日(火)
今年も体育の授業のまとめとして、また、体力向上の一環として仲本持久走会を実施しま
す。教育計画に沿って決まった時間内にどれだけ走れたか、自分の走力を確かめる取組とし
て行います。当日の応援をよろしくお願いします。
※さいたま市教育委員会より「体罰・暴言等不適切な指導に関する相談票」をさいたま市ホー
ムページへ掲載しましたという通知がありました。掲載場所は、「さいたま市のホームペー
ジ トップページ＞子育て・教育＞教育＞お知らせ＞平成２９年度 体罰・暴言等不適切な
指導に関する相談について」です。

学校公開・仲本祭
１１月１７日・１８日の２日間、学校公開を行います。多くの保護者・地域の方に、子ど
もたちの授業の様子をご覧いただけたらと思います。日程は以下の通りです。
１１月１７日（金）学校公開３・４校時（１０：２５～１２：００）
○音読会 ２校時：４年 ３校時：２年 ４校時：６年 体育館
○歯科巡回指導 ３校時 ４年１・２組 ４校時 ４年３・４組
１１月１８日（土）学校公開２・３校時（９：２５～１１：１０）
仲本祭（給食なし １１：１５～１４：３０）
なお、１８日（土）の仲本祭では１３：００～金管バンド演奏（体育館）、１３：４０～
ダンスクラブの演技（体育館）もありますので、ぜひご覧ください。

１２月の主な予定
１日（金）授業参観・懇談会（３・５年）
５日（火）６年校内サッカー大会 ※予備日 ８日（金）
７日（木）６年薬物乱用防止教室 青空プレイランド
１８日（月）全学年５時間授業
２０日（水）短縮４ 給食終了 大掃除
２１日（木）特日４
２２日（金）特日３ 第２学期終業式 ２３日（土）～１月８日（月）冬休み
※１月９日（火）第３学期始業式

