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たんぽぽ 発行者 菊地 寿

一雨毎に春めいてまいり、学級花壇の草花も彩りを増し、春の息
吹を感じる頃となりました。
さて、いよいよ今年度も残り少なくなりました。２０日（火）には、卒

業式を迎え、卒業生、在校生共々、互いに感謝の心をもたせなが
ら、希望をもって次へのステップへとつなげられるようにと、全校で
取り組んでいるところです。
また、２３日（金）には、修了式となり、平成２９年度のまとめとな

り、これまでの努力の成果を確認し合い、進級への希望を高める
こととなります。
今年度も様々な事業が展開されましたが、子どもたちは精一杯

取り組む事ができ、たくさんの成果を残し、成長を感じることがで
きました。そこには、家庭や地域で温かく子どもたちを見守っていただいたお陰であります。
学校としましても、子どもたちを通して多くのことを学ぶことができました。
今後も「一生勉強」の姿勢で「共に学び続ける乙女小の教職員」として取り組んで参りま

すので、乙女小学校へのさらなる温かいご理解とご協力をお願い致します。

３年生郷土学習 第３回学校評議員会

１月３０日（火） ２月１４日（水）
３年生の郷土学習 第３回学校評議員会
を開催しました。 を開催しました。学
小山市立博物館か 校評価結果を基に、
ら２名の職員の方 今年度の取り組み状
に来ていただき、 況や本校の課題等を
昔の道具を見学し 含め、今後の対応、
たり、使い方を教 及び来年度の学校経

えていただきました。また、体験活動で 営基本計画についてのご説明をさせていた
は、昔の着物を着たり、昔の遊びで楽し だきました。
んだりしました。さらに石臼体験では、 評議員の皆様方には、年間を通して、授
大豆をつぶして「きな粉」を作るなど、 業参観や多くの学校行事をはじめ、その他
子どもたちは、とても興味深く学ぶこと 様々な場面で乙女小学校を常に気にとめて
ができました。時代とともに、変化して いただき、たくさんのご支援と貴重なご意
いく暮らしの様子や生活の知恵を知るこ 見を頂戴することができ、それを学校運営
とができた、貴重な時間となりました。 に生かすことができました。

今後も教職員一同、チーム力を高めなが
交通指導員・見守りボランティア ら、乙女小の子どもたちのために全力で取

避難の家の皆様方への感謝の会 り組んで参ります。
評議員の皆様方には、これからも引き続

２月７日（水）感 きお力添えを賜りますよう、皆さんと共に
謝の会を開催させて お願い致します。
いただきました。当
日は残念ながせら、 クリーンデイボランティア
インフルエンザの予
防のため、全校揃っ ２月１３日（火）
ての会ではなく、校 年間７回にわたり、
長室において６年生 クリーンデイボラン

代表児童による感謝の会となってしまい ティアとして多くの
ました。ご都合をつけてご来校いただき 方にご協力をいただ
ました見守りボランティアの皆様には心 きました。
から感謝申し上げます。 普段の清掃では中
また、ご来校いただけなかった方々に 々手の届かない部分

も、年間２００日を超える登下校に対し を丁寧に清掃をしていただきました。大人
て、常に子どもたちの安全を見守ってい の手が少ない小学校では本当に有り難いと
ただいていることに心から感謝と御礼を ころです。きれいな学習環境づくりへのご
申し上げます。 尽力に心から感謝申し上げます。
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お話パレットさんの読み聞かせ ６年生送る会

２月１４日（水）
今年度最後のお話パ
レット様による「読
み聞かせ」が行われ
ました。前回はイン
フルエンザのため、
急遽中止となってし
まいました。折角ご

準備していただいたところとても残念で ２月２１日(水)全校生による６年生送る
した。年間８回に渡り、各学年に応じた 会を開催しました。体育館には、微動だに
資料をご用意していただき、そしてたく しないで、６年生を迎え入れる下級生の姿
さんの練習を積んで来られています。 があり、その姿に大きな成長を感じました。
子どもたちは、毎回目を輝かせその話 それは、６年生に対するもうすぐ分かれて

に引き込まれるように真剣に聞き入って しまう一抹の寂しさと、お世話になった感
います。 謝する心の表れだったと思います。
来年度もたくさんのお話を聞かせてい 会の中では、全学年が一緒に楽しめる〇

ただけることを全校で楽しみにしており ×ゲームや在校生が心を込めて作ったフォ
ます。 トフレームとメッセージカードのプレゼン

トの贈呈があり、とても和やかなものでし
授業参観・学級懇談会 た。

全校児童が一堂に会して並ぶと、６年間
２月１６日（金） の成長が段階的に間近に見られ、それぞれ

第４回授業参観・学 の学年で、年を刻んで成長していく姿に躍
級懇談会を行いまし 動感を感じます。
た。ご参観いただき
ました大勢の保護者 受賞おめでとうございます
の方々にはご都合つ
けていただき有り難 〇第45回全労済小学生作品コンクール
うございました。 中央コンクール 優秀賞 ５年 山中 一輝

４月のスタートからしますと、子ども 〇第13回東関東学生ピアノコンクール本戦
たちの様々な面で大きく成長した姿を感 初級Ｂ部門 奨励賞 ５年 仁平 果那
じ取れたのではないかと思います。 〇第71回下都賀地区理科研究展覧会
日頃から子どもたちには、毎日の授業 優良賞 ３年 三浦 颯馬

を真剣に受け、担任の先生とクラスのお 〇第48回下野教育美術展
友だちとで、素晴らしい授業展開ができ 銅賞 ２年 毛塚 康人
るようにしましょうと話しています。 〇平成29年度防火ポスターコンクール
「今日のこの１時間の授業は、今日し 特別賞（小山市議会長賞）５年 秋山 知紘

かない。」を心に留めて、授業を大切に 〇下都賀地区体育運動優良児童 運動優良賞
するよう伝えているところです。 ６年 砂岡 杜紀･６年 谷下田結菜

６年 佐藤 大河･６年 上山 美嘉
奉仕活動 〇第69回書き初め中央展

特賞 ６年 小林 奏太 ３年 小林 和椛
３月１２日(月) 金賞 ２年 淺河 美優 ４年 青木 遙香

６年生が中庭のプ ４年 藤島 有那 ５年 髙橋 昴生
ランターのペンキ ６年 田中 実結 ６年 海老沼 光
塗りを行いました。 〇第69回小山地区書き初め展
菅沼業務主任の手 特賞 ２年 淺河 美優 ３年 小林 和椛
解きを受けながら、 ４年 青木 遙香 ４年 藤島 有那
下地塗りは６年１ ５年 髙橋 昴生 ６年 田中 実結
組が担当し、上塗 ６年 海老沼 光 ６年 小林 奏太

りは６年２組が担当し、きれいなピンク 金賞 ２年 海老沼 和 ３年 大田和秀征
色に仕上げてくれました。 ３年 小平 春花 ４年 安喰 千陽
薄暗かった何庭の雰囲気が一気に明る ４年 谷川 和花 ５年 大田和芽来

くなりました。これからこのプランター ５年 金原 加奈 ６年 鶴見 彩夏
で、たくさんの草花が咲き誇り、私たち 〇第45回栃木県全労済小学生作品コンクール
の心を癒やしてくれることでしょう。 ＜作文の部＞

銀賞 ２年 佐藤 泉登 ３年 中川 翔央
６年 神保 航希

銅賞 ３年 小林 和椛 ５年 落合 千尋
５年 佐藤 悠人
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