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繋げ・花開く３学期を、みんなで創ろう 
                          校 長  福島 良和 

 明けましておめでとうございます。２学期は学習発表会をはじめ、子どもたちが豊かに

表現する姿や、地域の方々や自然・文化から学び・体力を高める姿がそれぞれの学年にあ

りました。後半は、感染拡大でご心配をおかけしましたが、そんな中でも子どもたちの元

気な姿が、学校を明るく盛り上げてくれました。そして今日から３学期。子どもたちの笑

顔が学校に帰ってきました。うれしいことです。 

さて、令和５年がスタートしました。今年は卯（うさぎ）年です。正確には癸卯（みず

のとう）年。「世の中に希望が生まれ、花が開くきっかけの年」となることを願う干支の

ようです。寒さに負けずに雪原を走り回るウサギのように、元気にコツコツと活動を続け

れば、きっと希望が生まれるのではないかと思います。３学期は、新たな年度へ繋げる学

びや活動のまとめをしっかり行い、卒業・進級という花を開く。そして、希望をもって新

年度に向かうことを子どもたちに期待しています。保護者・地域の皆様、３学期も広神東

小の教育活動に対しまして、変わらぬご支援・ご協力をお願いいたします。 

新潟県中越教育美術展 入賞者 

中越教育美術展研究会賞 １年 櫻井 悠陽 

特選 １年 椛澤 心平 ２年 目黒 喜市 ４年 大羽賀湊太・小岩 湊翔・坂本龍之介・武田 暁妃 

金賞 １年 五十嵐仁一朗・茂野 颯太・佐藤 優真・小沼 柊太 ５年 大桃 華蓮 

銀賞 １年 樋口 乃愛・山本 理央 ２年 坂牧 和音・小川珠侑・小林みのり  ３年 三友 彩葉 

 ４年 尾沢 龍玖・和田 心音・大羽賀香音 ５年 和田 清美 ６年 櫻井 翔太 

銅賞 １年 今井 穂花・尾澤 侑香・南雲 翔太・青山 千穂・星 響 ２年 齋藤 颯真  

３年 大塩 侑・酒井 弥人・青山 颯佑・小池 昊・高橋 結良・小岩 玲那・山之内凛音 

３年 星野 未羽・山本 悠翔 ４年 井口 瑛太・椛澤 恵瑠・佐藤 舞花・田村 結人 

 ５年 尾沢 姫依・小沼 未央・須佐ののか・仲丸 心和・坂大 新・和田麻由佳 

   ６年 小幡 紗衣・富永 明里 

魚沼市教育美術展入賞者 

１年 青木 楓・山本 理央・田中 澪 

２年 清塚 謙志 ３年 五十嵐 香音 

３年 桜井 羽玖 ４年 尾沢 龍玖 

５年 橘 萌依  ６年 馬場くるみ 
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【郷 純子 先生  ３学期より勤務】 

 ３学期よりお世話になります。郷 純子 

と申します。子供達に寄り添いながら、 

１日も早くなじんでいける様に頑張ります 

ので、よろしくお願いいたします。 

                                      

新任職員の紹介です 



【敬称略】 

【敬称略】 

第１８回「ありがとう作文」コンクール受賞者 

優秀賞 １年 小山 千郁 優秀賞 ２年  松田 彩聖 
優秀賞 ４年 重野 誉礼 入   選 １年  田中  澪 
入 選 １年 馬場 優弦 入 選 ２年  齋藤 颯真 
入 選 ５年 中澤 蒼太郎 入 選 ６年  田中 煌真 

新大全国硬筆大会表彰者 

準特選 ５年 中澤蒼太郎  準特選 ６年 真島  詩 

 

２学期がんばったこと 代表児童による発表から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の主な予定   
【１月】 
１０(火) 始業式(５校時終了後集団下校) 

１１(水) 生活朝会・特設ｽｷｰ部開始 
１２(木) 身体計測(下学年) 
     開智学園来校(２年生交流) 

１３(金) 身体測定(上学年)・特設ｽｷｰ部 

     塞ノ神（10:25頃着火） 
１６(月) 校内書初め展（～20日） 

１７(火) 委員会・特設ｽｷｰ部 

１８(水) 若あゆグループデー・特設ｽｷｰ部 
２０(金) 学習参観・学年懇談会 
     ＰＴＡ三役役員選考委員会 

２３(月) 給食ありがとう週間（～27日） 

２４(火) 若あゆグループ祭り（3，4限） 

委員会(４年生見学）・特設ｽｷｰ部 

２５(水) 音楽朝会・特設ｽｷｰ部 

２６(木) 校内スキー大会前日準備 

２７(金) 校内スキー大会（予備日３０日(月)） 

28（土）・２９(日)魚沼市小・中学生書道展 

       小出郷福祉センター9:00～17:00 

３１(火) webQU・特設ｽｷｰ部 

３１(火) ３～6年 6限まで授業 
【２月】 
 １(水) 特設ｽｷｰ部 

 ２(木) 児童朝会(ｽｷｰ大会激励会) 

     親善スキー大会前日準備 

 ３(金) 魚沼市親善スキー大会･諸経費引き落とし日 

 ７(火) 上学年アルペンスキー① 

     ３～6年 6限まで授業 

 ９(木) 入学説明会 新１年生体験入学 

１０(金) 下学年アルペンスキー① 

１１(土)    建国記念の日 

１４(火) 下学年アルペンスキー②・委員会 

１５(水) 全校朝会・若あゆグループデー 

     6年生ありがとう旬間開始 

１７(金) 上学年アルペンスキー② 

１９(日) 魚沼方言かるた大会13:00～地域振興センター 

２１(火) アルペンスキー予備日・５校時後下校（２１～２４日） 

２３(木)    天皇誕生日 

２４(金) 若あゆグループデー 

２６(日) 中越学童スキー大会予定日 

２８(火) 委員会（４・５年生） 

１月 10日(火)現在 

２学期を振り返って    ６年  遠藤 汰晟 
 ぼくは、２学期がんばったことは２つあります。 
 一つ目は社会の学習です。社会では、自分から見やすいノートを書きました。大切な文は赤色のペン
で書き、自分が大切だと思うところは、けいこうペンで書けました。見やすく書くと、テスト前に確認
やふり返りがしやすいので、３学期も見やすいノートにしたいです。 
 二つ目は委員会です。ぼくは運営委員会で活動しています。委員会では自主的にできました。５年生
と協力して意見や提案ができました。全校のために仕事ができることがやりがいになっています。空き
時間を使い、タブレットでスライドやドキュメントを作りました。全校のみなさんにも委員会活動のよ
さを知ってもらえるようにがんばりました。 
 ３学期では、中学校に向けて苦手な授業をがんばりたいと思います。 
 
 

２学期がんばったこと    ２年  見留 咲彩 
 わたしが、２学期にがんばったことは、九九をおぼえることです。一ばんむずかしかっただんは 
８のだんです。おぼえるために家でも九九ひょうを見たり、見ないで言うれんしゅうをたくさんしたり
して、言えるようになりました。これから、もっとじょうずになって、スラスラと言えるようにしたい
です。 
 生活している時でもパッと答えを出せるようにべんりにつかえるように、これからも、たくさんれん
しゅうしていきます。 

２学期がんばった事     ４年 大羽賀 香音 
 わたしは、２学期にがんばったことが２つあります。 
 一つめは、友達作りです。２学期わたしは広神西小から転校してきました。知っている友達がいなか
ったから、不安でした。いろいろな行事で友達と協力したり、休み時間に遊んだりして、クラスのみん
なと仲良くなることが出来ました。 
 二つ目は、持久走記録会です。わたしは、風邪をひいてほとんど持久走記録会の練習が出来ませんで
した。コースも走りなれてなかったので、ちゃんと走れるか心配でした。でも本番では、ちゃんと最後
まで走りきることが出来ました。わたしは、すごくうれしかったです。 
 ３学期は、わたしの好きなクロカンやアルペンがあるので、がんばりたいです。３学期も、クラスの
みんなとなかよくしていきたいです。 


