深谷市立大寄小学校

平成２９年冬休み号

《

夢をはぐくみ

お互いを支え合う

学校教育目標
◎ よく考える子
◎ 思いやりのある子
◎ がんばりぬく子
笑顔があふれる学校 》 １２月２２日

「飛躍・前進の２学期、終了！」
保護者・地域の皆様、
ご理解ご協力ありがとうございました
８月２９日、夏の暑さが残る日の始業式から始まった本年度の２学期の授業も、今日で無事終了する
ことができました。２学期は「飛躍・前進の２学期」を学校としての目標にし、写生会、６年親善運動
会、大寄地区体育祭、運動会、４年市内音楽会、６年修学旅行、５年親善球技大会、各学年の社会科見
学・生活科見学、稲刈り、けやき祭り、校内持久走大会、もちつき大会などたく
さんの行事をこなしてきました。子どもたちは一つ一つの行事を全力で取り組み、
やりきりました。６年生の親善運動会では、個人で１位に二人入るなど学校とし
ての力を示してくれました。運動会では、全学年がもてる力を発揮し、すばらし
い演技・競技を披露してくれました。また、けやき祭りやもちつき大会では、そ
れまでの学習の成果を発表することができました。それぞれの学年が、子どもたちが目標のごとく、そ
れぞれが飛躍・前進できた２学期でした。
明日からは、１７日間の冬休みに入るわけですが、この間、日本の伝統的な行事である年末年始の行
事があります。年末には、普段なかなか取り組むことができないお正月を迎える
ための家の大掃除、子どもたちにぜひ、家、自分の部屋などの掃除にチャレンジ
させてください。また、お正月には、親戚・親類の皆様と会う機会が増えると思
います。お年玉をいただくこともあるでしょう。ぜひ、子どもたちにあいさつや
社会ルールを身につける絶好の機会と捉え、ご指導をお願いします。
学校では、２学期の終わりを迎えるにあたり、どの学年も学習内容の確認や復
習、生活面での振り返りを進めてきました。そして今日、子どもたちにがんばりの成果を「通知表」と
して渡しました。ご家庭でもこの「通知表」を参考にしながら、子どもたちの２学期を振り返り、子ど
もたちが進んで家庭学習ができるよう見届けと励ましをお願いします。年明けには、全学年、実力テス
トを実施します。家族と触れ合う、友だちと遊ぶこともとても大切ですが、日々の学習も大事です。毎
日、少しでも机に向かい勉強することが学力を付けることになります。ご協力
お願いします。
１２月７日（木）の校内もちつき大会では、ＰＴＡ会長さんを始め、理事・
学級委員の皆様そして多数の地域の皆様のご協力のもと、全校児童で楽しくお
もちをつくことができました。ご協力に感謝いたします。
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※１２／２９～１／３は閉庁
木曜日課３時間授業 始業式
書きぞめ制作会 ハートの日
交通指導日 給食開始 身体測定（低）
フッ化物洗口 ハートの日
交通指導日 緊急連絡サイトアクセス日
身体測定（高） ハートの日
５時間授業
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給食集会 クラブ活動 ＣＲＴテスト
３・４年社会科見学 フッ化物洗口
教育相談日

校内書きぞめ展（～26日）

５時間授業 にじいろの会
児童生徒美術展（くまぴあ）～２８日
クラブ活動
フッ化物洗口

夢きらきらアート展（市民文化会館）～１５日

委員会活動
フッ化物洗口 市教委学校訪問

６年深谷中・入学説明会

等

深谷市書きぞめ展（大寄小） ～2１日

深谷市カルタ大会（深谷公民館）

５時間授業

事

昨年の写真

表彰されました（よくがんばりました。おめでとうございます）
○県、歯と口の健康啓発標語コンクール入選
６年 木村 美月さん
○大里地区文集「けやき」・特選
１年 荻野 茉子さん ２年 髙橋 莉子さん
３年 松崎 雪来さん ４年 萩原
怜さん
５年 眞下
樹さん ６年 関
愛美さん
○大里地区児童生徒発明創意くふう展・金賞
５年 髙橋 大悟さん（研究発表）
５年 眞下
樹さん ５年 星野 瑞人さん
６年 髙田
栞さん ６年 森
明莉さん
６年 大橋 ほの花さん
○深谷市児童生徒発明創意くふう展・入賞
５年 石黒 悠加さん ５年 田中 琉葵さん
５年 田村 拓来さん
６年 髙田 萌華さん ６年 中澤 愛子さん
○深谷市読書感想文コンクール・特選
２年 粂原 希海さん ３年 小松 美結さん
○深谷市読書感想文コンクール・入選
１年 萩原 大雄さん ４年 川田 緋杜さん

○深谷市人権作文（市教委）出展
２年 松﨑 杏菜さん ３年 小暮
凪さん
４年 髙田 果良さん ５年 原島 歩生さん
６年 小暮
雫さん
○深谷市人権啓発標語・入選
５年 橋本 侑依さん ５年 本多 美桜さん
５年 高木
仁さん
○深谷市人権啓発ポスター・入選
６年 佐川 凛子さん
○深谷市青少年健全育成「３つの運動」標語
優秀賞 ４年 井上 雅斗さん
○深谷市青少年健全育成「３行詩コンクール」
優良賞 ３年 小暮 月望さん
○深谷市手紙でつむぐ「ありがとう」の思い
優秀賞 ４年 松井慧太さん
○深谷市景観絵画コンクール
特選 ６年 大橋 ほの花さん
金賞 ５年 橋本 侑依さん
○深谷市景観絵画コンクール・入選

５年 小暮 逸仁さん
○郷土を描く美術展（大里地区展）・特選
２年 髙橋 莉子さん
○ 郷土を描く児童生徒美術展（大里地区展）・入選
５年 髙橋 大悟さん ６年 中山 友貴さん
６年 関
愛美さん
○郷土を描く児童生徒美術展（深谷市）・入選
１年 萩原 大雄さん １年 村田 颯獅さん
２年 森田 優里さん ２年 小暮 友士さん
３年 金井 環姫さん ３年 村田 龍聖さん
４年 関
苺果さん ４年 四方田まりあさん
５年 田中 琉葵さん ５年 吉松 和香さん
６年 中澤 愛子さん ６年 岡田 望夢さん
○ 身体障害者福祉のための児童生徒美術展・特選
２年 荻野 蒼志郎さん ６年 茂木 開斗さん
○ 身体障害者福祉のための児童生徒美術展・入選
２年 村田 智哉さん ５年 田村 櫻介さん
５年 新井
樹さん ６年 大橋 ほの花さん
○深谷市防火ポスター・入選
５年 茂呂 悠生さん
○深谷市防犯ポスター・入選
５年 金井 雅姫さん ５年 高橋 大悟さん
６年 髙田 幸子さん ６年 関
愛美さん
６年 大橋 ほの花さん
○大里地区科学展・金賞 ５年 茂呂 悠生さん
○「ふかや・ふれあい人権セミナー」作文出展
４年 高田翔太さん ４年 四方田まりあさん

５年 今井 琉惺さん ６年 森
明莉さん
○深谷市小学校親善運動会６年
男子１００ｍ走
１位 鈴木 月翔さん
男子ボール投げ
１位 飯島 大聖さん
女子走り高跳び １０位 関 愛美さん
女子ボール投げ １０位 髙田 幸子さん
男子４００ｍリレーＡ
３位 飯島 大聖さん 中山 友貴さん
茂木 開斗さん 鈴木 月翔さん
○深谷市親善球技大会５年
１位 ５年１組
○深谷市小中学校音楽会
４年１組
○校内持久走大会
男子
女子
１年 １位 江原 晃さん
１位 荻野茉子さん
２年 １位 石黒 舜さん
１位 田那部澪さん
３年 １位 大澤周世さん
１位 鈴木理紗さん
４年 １位 小暮太陽さん
１位 髙田果良さん
５年 １位 中山椋太さん
１位 橋本侑依さん
６年 １位 中山友貴さん
１位 小暮 雫さん
○深谷市環境ポスターコンテスト・佳作
４年 神島 美歩さん ４年 松井 慧太さん
４年 粂原 未来さん ４年 カリル 杏奈さん
○ 農業災害補償制度７０周年記念書写全国コンクール
優秀賞 ５年 久保秋 咲良さん

※２学期、たくさんの児童がいろいろな活動で頑張ってくれました。これも子どもたち一人一人が
自分の目標をしっかりもち、充実・やりきった賜物だと思います。今後の活躍にも期待していま
す。

