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感謝の気持ち

校長

小河原

勝

早いもので、平成２９年（２０１７年）も残すところあと一週間あまりとなりました。
保護者の皆様や地域の皆様には年の瀬を迎え、忙しい日々をお過ごしのことと思います。
２学期には、たくさんの学校行事がありました。台風の接近により競技の順番を入れ替
え実施した９月の大運動会をはじめとして、避難訓練、６年生の修学旅行、各学年の社会
科見学や校外学習、市内科学展覧会、市内小中学校音楽会、土曜学習公開日、校内音楽会、
校内持久走大会、臨床美術学習、米作り感謝の会、ＰＴＡバザー、ふれあい文化祭、市内
美術展、校内書きぞめ展等が行われました。学校行事でのたくさんの体験を通して、子ど
もたちは多くの知恵を身につけ成長し、今後に生かしていくものと期待しています。
学校行事のみならず、日々の教育活動を進めていくにあたっては、保護者の皆様、地域
の皆様をはじめとして、たくさんの皆様の御支援や御協力を賜り、誠に有り難うございま
す。心より感謝申し上げます。幸松小学校は、地域の学校であるというたくさんの皆様の
熱い思いのうえに成り立っていることを改めて実感しております。これからも、日々、感
謝の心をもち、皆様の期待に応えられるよう全教職員一丸となって頑張ってまいりたいと
思います。
最後に、年末年始やクリスマスがあり、生活が不規則になりがちな冬休みですが、保護
者の皆様におかれましては、お子様に、「早寝、早起き、朝ごはん＋昼ごはん」「計画的
な家庭学習」等の規則正しい生活を送らせて下さいますようお願いします。新しい年と
なった１月９日（火）の３学期の始業式に、心身ともにたくましくなった子どもたちと会
うのを楽しみにしています。それでは、皆様よいお年をお迎えください。

春日部市児童生徒美術作品展
平面の部 金賞 ２年 高橋知花
銀賞 １年 川上紗季
４年 平野心愛
６年 髙橋大和
立体の部 金賞 １年 小林萌乃
銀賞 １年 鈴木夏歩
３年 榎原愛莉
５年 猪俣月希

身体障害者のための児童生徒美術展
入選 １年 武藤康弘 秀間未椛 小池 直 ２年 天野翔真 中村茉未 渡邉知世 程塚 詩
３年 小山明莉 森 映太
４年 中山実里 酒井颯太 指村正道
５年 清水裕介 土子楓夏 坂田瑞樹 ６年 栗城日菜 阿部柊哉 内海 遥

郷土を描く美術展
特選
入選

特選
入選

３年
１年
５年

原田
森山
三瓶

埼玉県読書感想文コンクール

一馬 ４年 喜澤 奏梨
大輝 ２年 名倉 一翔
実愛 ６年 栗城 日菜

特選

6年女子100m 第5位 佐々木彩乃
女子4×100mR 第6位 寺島 聖奈
宮澤 紗英

田中 ゆい
佐々木彩乃

市内音楽会
優秀賞 ５年２組
「世界がひとつになるまで」

種目 柔道 小学1年生男子の部
第2位 小山兼誠
種目 柔道 小学3年生女子の部
第1位 小山明莉

春日部市景観絵画コンクール
銅賞 ５年 堀尾理月 佐藤稟峨
玉手 翔 石川 歩
早坂優里佳

永田晴貴 ６年 當摩享哉 常田梨奈
丸山春輝 鈴木麻友 関口 凜 ２年
有馬遙汰
４年
菅原優太 金子真慧

稲垣佑香 榎本拓真 白石遥豊
菅谷芽衣 髙橋乃愛

優良賞 ５年 三瓶実愛 野口瑚白
６年 大石羚流

校内読書感想文コンクール
金賞

３年 原田 一馬 ４年 喜澤 奏梨

埼玉県スポーツ少年団大会

彩の国小学生陸上クラブ交流大会

３年
１年
３年
５年

春日部市発明創意くふう展 作品の部

特選

市内読書感想文コンクール

３年 三瓶恋和 宮里莉音
柳澤英斗 室岡來良 ２年 堀尾周良 太田咲彩
百木田葵 指村正道 ５年 玉手 翔 金谷共笑 上原香凛
岩永佳子
３年 福王寺悠希 ５年 早坂優里佳
笹 賢斗 ２年 十重田彩花 新井萌々華 吉澤希美
４年 今井唯澄
安部麻乃香 脇山幸太
齊藤美優 ６年 河野智樹
寺島聖奈

１年
４年
１年
２年
３年
４年
５年
６年

森山大輝 ２年 名倉一翔 ３年 原田一馬
喜澤奏梨 ５年 三瓶実愛 ６年 栗城日菜
小林直太郎 平野柊愛 稲葉勝哉 金子遥音 川上真季
小峰梨緒 稲垣佑香 小玉晄生 桑村日陽 栗本七海
三瓶恋和 武田有雀 奥村響心
横溝 翔 横川紗慈 秀間樹那 中森晴希 大塚智也
猪俣月希 岡田実怜 上原香凛 畠中唯識 大江仁依菜
松岡壮太 萩原千尋 岡戸翔兵

科学教育振興展覧会
市内展
埼葛展

金賞
金賞

県中央展 優良賞

４年 薩田瑛翔
５年 池田芳佳
６年 井上結人

脇山幸太 「空高く飛べ！！ぼくらの紙飛行機！！」
「トルネードをまき起こせ！」（市内展 埼葛推薦賞）
髙橋大和 船木太馳 松岡壮太 山下 陸
「ジャイロスピナー ～無限の彼方へ～」（市内展 埼葛推薦賞）
３年 ダンゴムシ研究隊
「GO！GO!ダンGOムシ！！」
（市内展 埼葛推薦賞）（埼葛展 県展推薦賞）

春日部市人権作文コンクール
佳作

６年

松岡壮太 ５年

白石朱莉 ４年 森山

空 ３年 畠中美心

２年 十重田彩花

