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                                       令和３年１２月２４日 

 

日本古来の風習を大切にしませんか。 

羽生市立三田ヶ谷小学校 

校 長  関 根  渉 

今年の漢字は「金」。全国から２２万３７７３票の投票が寄せられ１位となりました。「金」が選ばれるのは、２０００、２０１２、

２０１６年に続き、今回が４日目。東京オリンピック・パラリンピックで「日本人選手が多数の『金』メダルを獲得した」こと、大

谷翔平選手が大リーグＭＶＰに選ばれるなど「各界で数多くの『金』字塔が打ち立てられた」こと、また給付金や新紙幣、新５００

円硬貨など「お『金』にまつわる話題が多かった」ことなどの理由が挙げられたそうです。 

そんな中、２学期も本日で終了しました。まだ、夏の名残で暑い日が続く中、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ための緊急事態宣言が発令された中でのスタートだった２学期。学校単独で開催した運動会は１０月に延期して実施したものの、

遠足、校外学習、修学旅行、ミニマラソン大会と予定通り実施することができました。保護者、地域の皆様のご理解とご支援のおか

げだと感謝しております。ありがとうございます。 

先日、「ムジナモ給食」が提供され、河田市長様、秋本教育長様が子供たちと一緒に給食を召し上がりました。その際、「子供たち

の態度や受け答えが素晴らしい」とお褒めの言葉をいただきました。さらに、給食センターの田中所長様には、「給食を残さず食べ

てもらえて気持ちがいい」と言っていただきました。これまでの教育の成果、家庭のしつけのおかげだとうれしく思います。 

さて、子供たちは明日から１７日間の長い休みに入ります。この間、クリスマス、大みそか、お正月と様々な年中行事やそれに伴

う習慣、風習があります。餅つきや年越しそば、門松、おせち料理、お年玉、鏡餅、年賀状…、それぞれに意味があり、受け継がれ

てきた理由があります。今年の冬休みは、ステイホームとは言いませんが、オミクロン株の流入で、例年よりも外出に注意をしなけ

ればならないと思いますので、親子でそれぞれの意味について考えてみてもよいのではないでしょうか。 

例えば、｢鏡餅｣。一般的に鏡餅は、三方に白い紙を敷き、丸餅を二段に重ね、橙や昆布などを飾ります。鏡餅は、新年の神様であ

る「年神様」の依り代です。そもそも一連のお正月行事というのは、新年の神様である「年神様」を家に迎えて・もてなし・見送る

ための行事ですが、お迎えした年神様の居場所が鏡餅なのです。「お年玉｣のルーツも実は鏡餅にあるそうです。なんだか由来を調べ

てみたいと、興味がわいてきませんか？ 

さて、いよいよ冬休みです。規則正しい生活、適切な食事、適度な運動、そして十分な休養をとり、健康的に生活してください。

飲み過ぎや食べ過ぎ、テレビや YouTube の見過ぎ、ゲームのやり過ぎ、お金の使い過ぎなどに気を付けて、新しい年を迎えましょ

う。みなさん、よいお年をお迎えください。そして、１月１１日の第３学期始業式には、子供たちと笑顔で再会したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 光建築 様 より市内全小・中学校のトイレに「白金ナノ粒子溶液による抗ウイルス施工」を無償で行っていただ

くことになりました。白金ナノ粒子溶液には、抗ウイルス・抗菌・消臭効果があり、感染症等の防止に効果があるそうです。あ

りがとうございました。 

羽生市歯科医師会 様 より市内全小・中学校に子供たちの歯の外傷治療のための「歯の保存液」の寄贈がございました。あり

がとうございました。 

【学校閉庁日について】 

 １２月２９日（水）～１月３日（月）は、学校閉庁期間となります。緊急の場合は、羽生市教育委員会学校教育課（０４８－

５６１―１１２１ 内線３０５）に御連絡ください。 

 

【学校閉庁日における新型コロナウイルス感染症に係る対応について】 

〇家族で新型コロナウイルス感染症の陽性者あるいは濃厚接触者となり、ＰＣＲ検査を受ける方が出た場合は、すみやかに学校

に連絡をお願いします。ＰＣＲ検査を受けることが分かった時点で、学校に御連絡をお願いします。また、ＰＣＲ検査の結果

が出た時点ですみやかに学校に御連絡をお願いします。 

〇１２月２９日から１月３日は、留守番電話対応となりますが、録音をお願いします。２日に１回は、録音を確認します。録音

の内容次第では、保護者の方にお電話をさせていただきます。 



 

表彰された皆さんです。おめでとうございます。 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書グランドスラム   

６年 岩﨑 悠杏 さん  ６年 福地 花帆 さん  ６年 平野 遥基 さん  ２年 野中 玲奈 さん 

校内絵画展 金賞  

１年 赤坂 碧唯 さん  西野 晴翔 さん  三井 大輝 さん 

２年 小澤 つき さん  久保田悠奈 さん  野中 玲奈 さん 

３年 飯田 奈央 さん  松尾 悠佑 さん  儘田 龍征 さん  

４年 齋藤 陽向 さん  関根 悠暉 さん  野中 優夢 さん 

５年 内田 優都 さん  杉田 拓葵 さん  寺﨑 嵩仁 さん    

６年 木村 悠聖 さん  武村 朋樹 さん  野中 大翔 さん  松本 恋佳 さん  

 

防火ポスター羽生市消防長賞 

６年 松本 恋佳 さん 

                    ミニマラソン大会第１位  

１年 木村 風雅 さん  金子  葵 さん   ２年 橋本 絢音 さん   

３年 関口進太郎 さん  飯田 奈央 さん   ４年 橋本 孝征 さん  野中 優夢 さん 

５年 西山 尊琉 さん  小菅 まみ さん   ６年 長澤 奏空 さん  岩﨑 悠杏 さん 

 

 

身体障害者福祉のための児童生徒美術展   

特選 ・ 埼玉県共同募金会 会長賞 ２年 野中 玲奈 さん 

入選 １年 三井 大煌 さん ４年 齋藤 陽向 さん ５年 田中 佑弥 さん 

２学期校長賞（自主学習ノート） 

１年 赤坂 碧唯 さん ２年 平野 紗凪 さん ３年 松尾 悠佑 さん ４年 木村 瑠菜 さん 

    野中 遥斗 さん ５年 小澤 うた さん 杉田 拓葵 さん ６年 福地 花帆 さん 

                      校内書き初め展 金賞  

 １年 赤坂 碧唯 さん  金子  葵 さん  巻島日佳梨 さん 

 ２年 秋山 愛茉 さん  橋本 絢音 さん 

 ３年 島田 紗和 さん  関口進太郎 さん 

 ４年 木村 瑠菜 さん  長島 茉優 さん  橋本 孝征 さん 

 ５年 石合 菜未 さん  小菅 まみ さん  田中 佑弥 さん 

 ６年 岩﨑 悠杏 さん  島田 鉄平 さん  関口孝太郎 さん  西野 嘉人 さん 

 

  ６年  防犯ポスター優秀者 

入選  木村 悠聖 さん 

６年 木村 悠聖 さん 

 
郷土を描く児童生徒美術展   

特選 ６年 武村 朋樹 さん  入選 ２年 久保田 悠奈 さん ４年 関根 悠暉 さん 

「私の好きな羽生」作文コンテスト  

最優秀賞 ５年 杉田 拓葵 さん  佳作  １年 木村 風雅 さん  ３年 飯田 奈央 さん 

３年 高渕 遥斗 さん   ５年 小澤 うた さん  長谷川 季春 さん 

      ５年 長谷川季春 さん              

令和３年度 読書感想文コンクール 入選 

１年 西野 晴翔 さん ２年 野中 玲奈 さん  ３年 高渕 遥斗 さん 

４年 野中 遥斗 さん ５年 長谷川季春 さん  ６年 西野 嘉人 さん 

小学校家庭科作品展銀賞  

６年 野中 大翔 さん 

埼玉県科学教育振興展覧会地区展 

優良賞 ２年 久保田 悠奈 さん 

社会を明るくする運動 

埼玉県作文コンテスト 

さいたま保護観察所長賞 

１年 巻島 日佳梨 さん 

埼玉県歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール 

優秀賞 ４年 長島 茉優 さん ６年 岩﨑 悠杏 さん 入賞  ２年 小澤 つき さん 

埼玉県歯・口の健康啓発標語コンクール 

入賞  １年 生沼 竣 さん ３年 高渕 遥斗 さん ５年 小菅 まみ さん ６年 木村 悠聖 さん 

 

埼玉 150 周年記念小中学生

未来予想作文コンクール 

入賞 ５年 小菅 まみ さん 


