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１月３１日（日）に、来年度入学する１年生の一日入学を実施しました。来
年度は、男子１７名、女子８名の２５名が本校に入学する予定です。お父さ
んやお母さんに手を引かれ、にこやかな表情の中にも少し緊張した面持
ちで学校に入ってきました。
この日世話をしたのは、来年度最上級生となる５年生。親子でホールに

入りオリエンテーションをした後、５年生に世話をしてもらいながら自分で
配膳盆を運び、カレー給食を一緒においしそうに食べていました。その後
は、保護者会を行っている間に、５年生が考えたゲームをして楽しんだり、
学校の中を見学したりしながら一日入学を終えました。
入学式は来年の４月５日（金）です。ピカピカのランドセルを背負ってくる

新入生を、全児童と全職員が首を長くしながら楽しみに待っています。

建国記念の日の２月１１日（月）、ぬけるような青空の下、第３８回長井
市小学校スキー大会が開催されました。本校からは距離競技に３２名、回
転競技に８名が参加しました。回転競技は道照寺平スキー場で、距離競
技は野川まなび館周辺を会場に行われました。
子どもたちは休み時間や放課後、悪天候の中でもこの大会を目標に毎

保護者説明会 ５年生徒の交流給食運びは自分で

日意欲的に練習してきました。この日は、これまでの練習の成果を思う存
分出し切り、他を寄せ付けないまさに圧巻の滑りでした。
なお、諸事情により、長井市距離スキー競技は今年度で終わりとなりま

す。絶対王者の豊田小学校としてはさみしい思いですが、来年度からは距
離スキーを有効に活用しながら体力づくりに励んでいきます。

【距離競技】 （さん・くん略）

《３年以下男子》
第１位 酒井元稀 第２位 平田大悟 第４位 鈴木大地

《３年以下女子》
第１位 尾久茉莉愛 第３位 横山花恋

《４年男子》
第１位 船山大雅 第２位 齋藤大輔 第３位 遠藤颯斗
第４位 菅野颯真 第６位 今 礼緒

《４年女子》
第２位 山口佳穂 第３位 酒井菜々美 第４位 飯澤蒼葉
第６位 内谷心音

《５年男子》
第１位 加藤悠雅
第３位 髙橋飛翔
第４位 多田野恭平
第５位 長谷部匡

華麗な滑りで力走

保護者の皆様応援ありがとうございました



《５年女子》
第１位 小林愛音 第２位 佐藤林檎 第３位 長谷部寧々

《６年男子》
第１位 渋谷 麗 第３位 竹田 歩
第５位 新野暉拓 第６位 塚田陽人

《６年女子》
第１位 菅野梨緒

【回転競技】
《３年以下男子》 《４年男子》 《４年女子》
第３位 小関凰雅 第２位 鈴木遥太 第２位 小田絢音

《５年男子》 《６年女子》
第２位 鈴木大翔 第１位 小関莉乃

今年度も多くの保護者のご協力をいただき、各学年のスキー授業が無
事終了いたしました。リフトを初めて経験する児童もたくさんいましたが、指
導者の方、リフト係の保護者の方々のおかげで、とても上手に乗ることが
できました。このスキー授業をとおし、子どもたちはスキーの楽しみを感じ
ると共に、技術もだいぶ向上しました。また、学校からスキー場まで運搬し
ていただいた皆様にも、心より感謝申し上げます。皆さん本当にありがとう
ございました。

〈ご協力をいただいた保護者の皆様〉（敬称略・順不同）

１年生 【指導者】 小関正人 鈴木雅之 菅正与志 矢島美紀
１ ／ ２ ３ 木崎藍子 寒河江崇典
（水） 【リフト補助】 和久井智美 鈴木千佳子

【スキー運搬】 寒河江崇典 寒河江清司

２年生 【指導者】 鈴木荘市 多田野晃彦 安部吉広 菅芳和
１ ／ ２ ３ 新野武憲
（水） 【リフト補助】 飯澤美樹 小林江美 佐藤志津子

鈴木さゆり 高橋聡美
【スキー運搬】 安部吉広

３年生 【指導者】 池田芳徳 菅正与志 髙石一則 佐藤俊政
１ ／ １ ７ 【リフト補助】 庄司圭子 樋口真由子 平田真由美
（木） 【スキー運搬】 菅正与志

１ ／ ２ ２ 【指導者】 （髙石一則 菅正与志 遠藤善広 横山裕子）
（火）

この滑りで優勝

※中止 【リフト補助】 （遠藤孝志 髙梨晴美 髙橋修）
【スキー運搬】 （遠藤孝志）

４年生 【指導者】 菅野仁 小山幸治 鈴木奈美 木崎慎吾
１ ／ １ ７ 新野武憲
（木） 【リフト補助】 小山明美 和久井智美

【トラック補助】 木崎慎吾 鈴木奈美

１ ／ ２ ２ 【指導者】 内谷和宏 菅野仁 小山幸治 鈴木奈美
（火） 横山昌則 木崎慎吾 山口直人

【リフト補助】 小山明美 菅野美里
【スキー運搬】 山口直人

５年生 【指導者】 加藤道典 鈴木大介 竹田嘉宏
１ ／ １ １ 渋谷奈美 長谷部直美 佐藤志津子
（金） 【リフト補助】 髙橋俊貴 鈴木一彰

【スキー運搬】 髙橋俊貴

１ ／ １ ８ 【指導者】 鈴木大介 鈴木淳一 竹田嘉宏
（金） 渋谷奈美 長谷部直美 佐藤志津子

【リフト補助】 髙橋俊貴
【スキー運搬】 鈴木淳一

６年生 【指導者】 小関正人 新野真智子 新野厚 菅野仁
１ ／ １ １ 德永剛勝
（金） 【リフト補助】 遠藤恵子 鈴木亜希

【スキー運搬】 菅野仁

１／１８ 【指導者】 和久井修 新野真智子 新野厚 鈴木雅之
（金） 小関正人

【リフト補助】 尾久宣行
【スキー運搬】 尾久宣行

１／２５ 【指導者】 遠藤健志 菅野仁 小関正人 小関聖子
（金） 鈴木雅之 德永剛勝 新野厚 新野真智子

横山昌則 和久井修

全国児童画コンクール
店長賞 １年 小林茉白

１７日（土） ※冬の白川雪遊び（土曜らんど）
１９日（火） 学力テスト（国語・社会）
２０日（水） 学力テスト（算数・理科）
２１日（木） 委員会活動（最終）
２２日（金） 校外子ども会


