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今年はどんな１年でしたか？ 

羽生市立三田ヶ谷小学校 

校 長  関 根  渉 

 

今年の漢字は「戦」。全国から２２万３７６８票の投票が寄せられ、１万８０４票を集めて１位となりました。「戦」が選ばれるの

は、アメリカで同時多発テロ事件があった２００１年以来、今回が２日目。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻など戦争を意識し

た年であったことや、円安・物価高など生活の中での「戦い」を応募者の多くが体感したことをあげています。また、冬の北京オリ

ンピックにおいて、フィギュアスケートやスピードスケート、スキージャンプなどで日本人選手が活躍し、熱い「戦い」を繰り広げ

ました。そして、近いところでは、サッカーワールドカップの日本代表が強豪のドイツやスペインを破り、素晴らしい「戦い」を見

せてくれるなど、スポーツの熱戦が繰り広げられたこともあげています。 

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、スタートした２学期。運動会は今年も学校単独での

開催となりましたが、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。また、今年は、「親子ふれあい参観」を３年ぶりに開催す

ることができました。「昔の遊び」、「フロアカーリング」、自分たちで田植え・稲刈りしたお米の「試食」、「うどん打ち」、応援団の

方のお力添えもあり、とても楽しく活動できました。さらに、その日の午後の「とにかく楽しもう！みたかや」では、子供たちだけ

ではなく、保護者の皆様、地域の皆様が、笑顔で、楽しそうに活動する姿が印象的でした。河田市長様、秋本教育長様、細村学校教

育部長様、清水生涯学習部長様、各課の課長様といった皆様にもお越しいただき感謝いたします。 

さて、子供たちは明日から１７日間の長い休みに入ります。その間、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。親子でそれぞれの意味について考えていただければ幸いです。 

例えば、｢おせち料理｣。漢字では「御節料理」と書きます。「御節」とは元旦や五節句の節目のことをいい、この日に食べる料理

を「御節料理」といいます。その中でも、１年で１番大切な節目のお正月の「御節料理」が今に受け継がれてきています。新年を迎

える大切な正月の節句の日に神様に振る舞うおせち料理は、五穀豊穣、家内安全、子孫繁栄、不老長寿などの意味を込めた山の幸、

海の幸が種類豊富に贅沢に盛り込まれます。また、普段は家事に追われる主婦の方を食事の支度から開放するという意味から、保存

のきくような料理を中心に作られています。今は、スーパーで買ったり、有名な料亭などから取り寄せたりするご家庭が増えている

ようですが、一つ一つ、意味を考えながら家族みんなで作ってみるのも楽しいかもしれませんね。 

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１０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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【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】 

お子さんがＰＣＲ検査等を受け、陽性の結果が出た時点で、速やかに学校へ御連絡をお願いします。 

なお、１２月２９日から１月３日は、留守番電話対応となりますので、メッセージを録音をするか、 

「欠席・遅刻・早退連絡フォーム」にて連絡をお願いします。留守番電話は、２日に１回は録音を 

確認します。連絡の内容次第では、保護者の方にお電話をさせていただきます。 

【学校閉庁日について】 

 １２月２９日（木）～１月３日（火）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３０６）に御連絡ください。 

 

株式会社 光建築 様 より、昨年に引き続き本年度も市内全小・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。 

欠席・遅刻・早退 

連絡フォーム 



 

 

 

校内絵画展 金賞 
１年  奥貫 英大 さん  小澤 れい さん  戸山 晴喜 さん 
２年  金子 葵 さん   西野 晴翔 さん  三井 大煌 さん 

 ３年  秋山 愛茉 さん  小澤 つき さん  久保田 悠奈 さん 
４年  田村 彩月 さん  中村 心優 さん  儘田 龍征 さん 
５年  砂賀 祐舞 さん  戸ケ﨑 玲斗 さん 野中 優夢 さん 
６年  杉田 拓葵 さん  田中 佑弥 さん  寺﨑 嵩仁 さん 

ＭＯＡ美術館 行田羽生児童作品展                    わたしの好きな羽生  
絵画の部 羽生市議会議長賞 １年 飯塚 若菜 さん       優良賞 ５年 野中 遥斗 さん 

リンクステーション賞 １年 戸山 晴喜 さん     佳作  １年 岡戸 唯千花 さん 
書写の部 銅賞 ４年 島田 紗和 さん 

埼玉県科学教育振興展覧会地区展                   防火ポスター       
優良賞 ３年 久保田 悠奈 さん                  羽生市消防庁賞 ６年 長谷川 季春 さん 

交通安全ポスター              埼玉県児童生徒発明創意くふう展北埼玉支部展                   
佳作 ３年 久保田 悠奈 さん             最優秀賞 ６年 石合 菜未 さん 

防犯ポスター             （埼玉県児童生徒発明創意くふう展へ代表として出品） 
学校代表 ６年 西山 尊琉 さん 

読書感想文コンクール 
特選 ４年 高渕 遥斗 さん 

入選 １年 飯塚 若菜 さん  ２年 西野 晴翔 さん  ３年 野中 玲奈 さん 
          ５年 野中 遥斗 さん  ６年 戸山 拓紀 さん 

身体障害者福祉のための児童生徒美術展 
中央展  さいたま市教育長賞  １年 戸山 晴喜 さん 

地区展  特選 １年 戸山 晴喜 さん  
入選 １年 奥貫 英大 さん  ２年 三ヶ尻 梨杏 さん  ３年 久保田 悠奈 さん 

県民の日記念絵画コンクール 
県知事賞  ４年 儘田 龍征 さん 

郷土を描く児童生徒美術展 
地区展  特選 ４年 儘田 龍征 さん  ５年 戸ケ﨑 玲斗 さん   

       入選 １年 奥貫 英大 さん  ２年 金子 葵 さん   ３年 秋山 愛茉 さん 
４年 中村 心優 さん 

読書グランドスラム 
２年 木村 風雅 さん   萩原 実和子 さん  ３年 秋山 愛茉 さん  ４年 中村 心優 さん 
５年 赤坂 由愛 さん  木村 瑠菜 さん  島田 侑歩 さん   砂賀 祐舞 さん   

戸ケ﨑 玲斗 さん 橋本 孝征 さん 

ミニマラソン大会 第１位 
１年 渡邉 颯太 さん  塩原 愛梨 さん  ２年 三井 大煌 さん  金子 葵 さん 
３年 平野 紗凪 さん            ４年 高渕 遥斗 さん  飯田 奈央 さん 
５年 橋本 孝征 さん  野中 優夢 さん  ６年 長谷川 季春 さん 小菅 まみ さん 

校内書きぞめ展 金賞 
１年 飯塚 若菜 さん  渡邉 颯太 さん   
２年 赤坂 碧唯 さん  金子  葵 さん   巻島日佳梨 さん 
３年 秋山 愛茉 さん  小澤 つき さん   ４年 島田 紗和 さん  高渕 遥斗 さん 
５年 木村 瑠菜 さん  戸ケ﨑 玲斗 さん  長島 茉優 さん   
６年 石合 菜未 さん  小菅 まみ さん   田中 佑弥 さん   

  校長賞（たからっちノート） 
１年 岡戸 唯千花 さん  ２年 赤坂 碧唯 さん   ３年 野中 玲奈 さん 
４年 松尾 悠佑 さん   ５年 長島 茉優 さん  齋藤 陽向 さん  野中 遥斗 さん 
６年 田中 佑弥 さん   

 


