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ご支援・ご協力ありがとうございました 

羽生市立三田ヶ谷小学校 

校 長  関 根  渉 

 

本日、卒業証書授与式を挙行いたしました。１５名の卒業生一人一人に卒業証書を渡すことができ、大変うれしく

思っています。また、「別れの言葉」を聞いていると、６年間の思い出とともに、友達に、保護者の皆様に、地域の方々

に支えられて、小学校生活を送ることができたのだなと感じました。式を通しての卒業生の態度は大変素晴らしく、感

動いたしました。これからの中学校生活が、そしてそれ以降の人生が充実したものになるように祈っております。 

さて、早いもので、令和４年度も間もなく終わります。今年度もコロナ禍での学校生活を強いられました。その中で、

林間学校や修学旅行といった宿泊行事や社会科見学、校外学習、そして運動会等、対策を立てて実施することがで

きました。保護者の皆様、地域の皆様の御協力と御理解があったからこそ、できたのだと感謝しております。ありがと

うございました。 

子供たちは、この１年間でたくさんのことを学び、経験し、大きく成長することができました。１年生は、初めての学

校での生活でした。幼稚園や保育園との違いに戸惑い、不安そうに登校していた子供たちが、今では、自分の考えを

しっかりもち、次は何をすればいいかお友達と話し合いながら、しっかりと生活ができるようになりました。２年生は、

学校に慣れない１年生のエスコートをしっかりとしてくれました。立派なお兄さん・お姉さんになったと思います。九九

クエストも一生懸命取り組み、多くの子供たちが合格をすることができました。３・４年生の複式学級には、きれいな歌

声が響き渡りました。３年ぶりの市内音楽会が開催され、三田ヶ谷小学校を代表して合唱を披露してくれました。たく

さん練習をして、どうすればきれいに歌えるか考えながら、教えてもらいながら頑張りました。５年生は、初めての宿泊

学習となる林間学校がありました。三湖台の雲の切れ間から見た富士山、夏でも涼しい氷穴・風穴・コウモリ穴、青木

ヶ原樹海のハイキング、キャンプファイヤー、リニアモーターカーの見学…、どれも貴重な体験でした。また、先日の卒

業を祝う会では、６年生のために一生懸命に準備をする姿がとても立派でした。そして、６年生。「尊敬される６年生」

に少しでも近づけるように、様々な場面で、常に全力で、一生懸命に、三田ヶ谷小学校の子供たちをリードしてくれま

した。運動会では、応援で競技を盛り上げたり、鼓笛で上手に演奏したり…。ソーラン節の演技は格好良かったです。

毎日の通学班、縦割り班でのリーダーシップ、修学旅行で見せた時と場に応じた行動力、陸上記録会での素晴らし

い成績、どれをとっても最高学年としてとても立派だったと思います。今ではみんなから「尊敬される６年生」になれ

たのではないでしょうか。 

４月からはそれぞれ学年が上がります。６年生は中学生です。立場は変わりますが、三田ヶ谷小学校で学んだこと、

今の学年で経験したことを、これからの生活の中で生かしていってほしいと思います。そして、将来、この三田ヶ谷地

区を支える立派な大人になってほしいと思います。学校ができること、家庭ができること、そして、地域ができることを

協力して行い、三田ヶ谷地区のこれからの発展を支える人間を育てていきましょう。 

１年間、本当にお世話になりました。来年度も変わらぬ御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

【寄贈について】 

 羽生市教育員会様より卒業証書ホルダーを、羽生地区更生保護女性会様よりボールペンを、それぞれ卒業生に寄

贈していただきました。誠にありがとうございました。 



 

 

 

 

第６３回埼玉県小・中学校児童生徒美術展覧会            税に関する絵はがきコンクール 
＜平面の部＞              ＜立体の部＞                          入選  ６年 寺﨑 嵩仁 さん 
特選  ５年 関根 悠暉 さん  特選  ２年 三井 大輝 さん         ６年 西山 尊琉 さん 
金賞  ４年 島田 紗和 さん  金賞  １年 岡戸 唯千花 さん   

６年 杉田 拓葵 さん        ５年 小久保 純奈 さん 
６年 塩原 康生 さん     

入選  ２年 藤野 大和さん 

令和４年度人権作文・人権標語・表紙絵コンクール     第３０回世界こども図画コンテスト 
＜作文＞                    ＜標語＞                         国内優良賞  １年  塩原 愛梨 さん 
入選 ５年 斎藤 陽向 さん     入選  ２年 藤野 大和 さん 
佳作 ２年 萩原 実和子 さん   佳作  １年 塩原 愛梨 さん         

３年 久保田 悠奈 さん         ４年 中村 心優 さん 
４年 松尾 悠佑 さん    ＜表紙絵＞  
６年 内田 優都 さん     佳作  ４年 島田 紗和 さん                  

４年 高渕 遥斗 さん 

埼玉県読書感想文コンクール              埼玉県書きぞめ中央展覧会 
  入選 ４年 高渕 遥斗 さん                         特選 ３年 秋山 愛茉 さん 

明るい選挙啓発ポスターコンクール         令和４年度夢ネット子供ギャラリー掲載 
優秀賞 ５年 長島 茉優 さん                  ２年 藤野 大和 さん  ６年 塩原 康生 さん 

ふるさとの詩                      第５３回世界児童画展 

奨励賞 ２年 萩原 実和子 さん  ４年 高渕 遥斗 さん           入選 １年 小澤 れい さん 
優秀賞 ６年 小澤 うた さん                      ５年 野中 優夢 さん 

市内書きぞめ展覧会 
 特選  ３年 秋山 愛茉 さん             金賞 ５年 木村 瑠菜 さん 
銀賞  ３年 小澤 つき さん   ４年 島田 紗和 さん   高渕 遥斗 さん 

          ５年 長島 茉優 さん   ６年 石合 菜未 さん   田中 佑弥 さん 

読書グランドスラム 
２年 金子 葵 さん 藤野 大和 さん   三井 大輝 さん   西野 晴翔 さん  赤坂 碧唯 さん 
生沼 竣 さん 

３年 小澤 つき さん 野中 優桃 さん   野中 玲奈 さん   橋本 絢音 さん  久保田 悠奈 さん 
    平野 紗凪 さん 
４年 飯田 奈央 さん 高渕 遥斗 さん   田村 彩月 さん   松尾 悠佑 さん   
５年 小久保 純奈 さん 齋藤 陽向 さん   関根 悠暉 さん   野中 優夢 さん  藤野 岳琉 さん 
６年 塩原 康生 さん 内田 優都 さん   塩原 颯太 さん   長谷川 季春 さん  

  ３学期校長賞（たからっちノート） 
１年 渡邉 颯太 さん    ２年 生沼 竣 さん     ３年  秋山 愛茉 さん  野中 優桃 さん 
４年 中村 心優 さん    ５年 赤坂 由愛 さん   ６年  石合 菜未 さん  小澤 うた さん   

学校保健優良児童生徒表彰  ６年 田中 佑弥 さん    児童生徒表彰 ６年 須藤 潤 さん 

体育優良児童生徒表彰     ６年 長谷川 季春 さん 

埼玉県産業教育振興会小・中学校優良卒業生表彰    ６年 小菅 まみ さん 

 

 

三田ヶ谷小の児童の歯と口の健康状態と歯

科保健活動が評価され、優良校を受賞するこ

とができました。これも児童の日々の努力と保

護者の皆様の御協力のおかげです。いつもあ

りがとうございます。 

埼玉県歯科保健コンクール優良校 表彰 


