
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

令和 3 年度  修了式式辞より １年間の頑張りに「ありがとう」 

三郷市立丹後小学校長 中村和美 
江戸川土手に菜の花が一面に咲いています。黄色一面の景色を見ると自然と明るい

気分になります。皆さんはこの 1 年間、新型コロナウィルスの感染対策とともに、様々

なことを頑張りました。3 部制で行った丹後リンピックでは、東京オリンピック、パラ

リンピックを思わせる聖火リレーに始まり、クラス全員がバトンをつないだリレー、

何度も練習した表現は素敵でした。全力で走り抜けた持久走大会、1 年ぶりにバスで行

った社会科見学、校庭で行った 6 年生を送る会、すべての行事が全力本気でした。 

さて、1 年生。校長室での「たぬきの糸車」の発表は最高でした。しっかりと原稿を

暗記して、一生懸命場面の絵を描いて発表してくれました。一人一人が思い描いた「キ

ーカラカラ・キークルクル」といろいろな音のする糸車がありとても楽しかったです。

何度も練習して素敵な発表をしてくれてどうもありがとう。 

2 年生は掛け算九九のテストを校長室で行いました。1 回で合格する人、何回も挑戦

して合格する人。泣きながら頑張った人、合格して思わず飛び上がって喜んだ人。大

切なことは、合格を目指してひたすら努力できたことです。頑張ればできることを教

えてくれてどうもありがとう。 

3 年生は学校自慢の紹介をしてくれました。学校自慢では丹後小の良いところをタブ

レットを使って発表をしてくれました。相手に伝える「話し方」を学習し、様々な工

夫をしながら発表している様子はとても頼もしく思えました。また、6 年生を送る会の

ダンスは勢いがあり、とてもかっこよかったです。元気な姿、ありがとう。 

 4 年生は 6 年生を送る会の「丹後小あるある」が最高でした。台本から、演技まで

すべて自分たちで考え、発表した姿は、もう立派な高学年です。ユーモアのある演技

を行うためには、工夫と練習が必要です。6 年生のために一生懸命準備してくれてあり

がとう。 

５年生は卒業式に在校生代表として参列し、素晴らしい態度と素晴らしい呼びかけ

を行ってくれました。また、3 学期には挨拶運動として、門に立ち、大きな声で挨拶を

してくれました。おかげで、丹後小がより明るく、元気になりました。4 月からは最高

学年です。自分で考え行動し、学校のリーダーとして誇りを持って行動しましょう。 

最後に、皆さんにお願いがあります。お話朝会で行っていた傾聴作文ですは、最初

は行が埋まらなかった人も、最後には金色のシールをたくさん貼ることができました。

そこで、今日の傾聴作文は、担任の先生への感謝の気持ちを文章にして提出してくだ

さい。１年間、皆さんの一番近くにいて、皆さんのことを一番心配し、皆さんに教え

るために、一生懸命準備して来たのは担任の先生です。叱られたり、褒められたりし

たでしょうが、担任の先生はみんな、皆さんのことが大好きです。１年間の感謝の気

持ちをお手紙にして今日は書いてみましょう。 

 

※保護者の皆様、１年間コロナウィルス対応も含め、ご協力いただきありがとうござ

います。令和 4 年度も職員一同児童のために勇往邁進いたしますので、引き続きよろ

しくお願いします。 

３月２５日現在 児童数～389名の大切な仲間たち～ 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 なかよし 全校 

学級数 2 2 2 2 2 3 3 16 

児童数 45 57 58 62 63 87 17 389 

 
日 曜 朝の時間 行事 

１ 金  春季休業日（～７日） 

２ 土   

３ 日   

４ 月   

５ 火   

６ 水  新６年生準備登校（8：30） 

７ 木   

８ 金 朝の会 
【特３】始業式 

入学式（新６年生参加予定） 

９ 土   

１０ 日   

１１ 月 朝の会 【特３】通学班会議 一斉下校 

１２ 火 朝の会 
【特５】給食開始 

進級写真撮影（晴天：校庭 雨天：体育館） 

１３ 水 朝の会 【特５】 

１４ 木 朝の会 【特５】委員会（５・６年生のみ６時間授業） 

１５ 金 朝の会 【特５】 

１６ 土   

１７ 日   

１８ 月 ブック 【家学】授業参観・懇談会（４～６年・なかよし） 

１９ 火 音楽集会 

【家学】授業参観・懇談会（１～３年） 

２・３年５時間授業 ※１年生は懇談会のみ 

全国学力学習状況調査（６年） 

２０ 水 いきいき 【家学】１年生を迎える会 クラブ 

２１ 木 チャレンジ 【家学】表札訪問 

２２ 金 チャレンジ 【家学】表札訪問 

２３ 土   

２４ 日   

２５ 月 ブック  

２６ 火 児童集会 表札訪問  

２７ 水 いきいき 表札訪問 クラブ 

２８ 木 チャレンジ PTA総会 

２９ 金  昭和の日 

３０ 土   

行事については今後変更する場合がありますのでご了承ください。 

 

【学業優良児童生徒表彰】 ６年生 村橋直樹   

【産業教育振興会 優良卒業生】 ６年生 飯塚花 

【体育優良児童】 ６年生 宇田川幸之介・宮野咲希  

【小学校６ヶ年無欠席児童表彰】    

６年生 五十嵐来夢・尾﨑彩羽・星野美海 

土田皓太・根岸暖佳・生田さくら・髙宮吏桜 

丹野彩也香・塚本蒼太 

【学校警察連絡協議会善行賞】 ６年生 宮川真維 

【三郷鳰鳥ライオンズクラブ善行賞】  

６年生 吉田陽斗・大江琉靖・髙宮吏桜 

【小中学生俳句コンクール】 

☆埼玉県芸術文化祭奨励賞  ２年生 戸上純一 

☆朝日新聞さいたま総局長賞 ４年生 梅川雅 

【埼玉県読書感想画コンクール】 

☆優秀賞 ６年生 野木美希 

【全国学芸サイエンスコンクール】 

☆読書感想文部門 努力賞 ３年生 戸張琴海 

【全国家読ゆうびんコンクール】  

☆優良賞 ２年生 梶山聡太 

【家読の日表彰】 ☆教育長賞 

１年生 伊比遥香 ３年生 遠藤滉太 ５年生 里見人愛 

【埼玉県児童生徒美術展埼葛区展】 

☆特選 １年生 久保田澪奈   ４年生 松生琉花 

☆銀賞 １年生 藤枝ジェームス ５年生 里見人見 

    ６年生 星野美海    ６年生 木津美雪 

☆銅賞 ２年生 福田乃香    ２年生 岡谷有梨 

    ３年生 戸張琴海    ３年生 谷えみか 

    ４年生 瀬戸理愛    ５年生 小町もも 

    ６年生 降矢純平 

【三郷ロータリークラブ主催小学生絵画展】  

☆入選 １年生 木賀花音   ２年生 三橋凛  

３年生 掛龍樹    ４年生 山道小春  

５年生 谷古宇隆之介 ６年生 庵原梨里花 

【埼玉県書きぞめ展中央展覧会】 

☆優良賞 ３年生 土田結菜 

【三郷市プレゼンテーションコンテスト】☆優良賞  

４年生 鵜沼世成 ５年生 林雨欣 ６年生 髙宮吏桜 

【人権標語】  ☆優秀賞 ４年生 落合京果 

学校 HP↓ 

  

 新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、来年度も朝と

夜の健康観察を継続させていただきます。つきましては２６日（土）

以降の長期休業日中も体温観察アプリ（LEBER）のご入力を

お願いします。 

 


