
 

 

 

 

 

 

 

 

 「感謝と信頼のバトンパス」  ～ リレーに勝利する極意 ～ 

校長 坂本 勉 
  

いよいよ３月、令和３年度の締めくくりの時期になりました。今の学年で身に付けるべき力をしっか

り付けて進級、卒業させ、令和４年度にうまく繋げていきたいと思っています。 

残すところ約４週間、学校も全力で指導に当たりますので、少しでも学習に向かえるようご家庭でも

ご支援よろしくお願いいたします。     

３月は、リレーに例えるとバトンゾーンだと思います。一人一人が一学年上の自分にバトンを渡す月

です。また、学校全体の役割でいえば、６年生が５年生に、５年生は４年生に……２年生は１年生に、

バトンを渡す月でもあります。特に、小学校では６年生が要となります。６年生はこれまで皆野小学校

のリーダーの役割を果たしてきてくれました。このバトンは重かったかもしれませんし、走りにくかっ

たかもしれません。しかし、このバトンを持ってしっかりと走り切ることで、思いやりや優しさ、責任

感、中学校進学への自覚等を身に付けていきます。   

そして、５年生は、このバトンを引き継ぎます。もしかしたら、最初は、

６年生のようにじょうずに速くは走れないかもしれません。でも、バトンを

しっかりと受け取り、次につなぐように頑張ってくれることでしょう。 

皆野小学校では、このようにして１４８年間バトンをつないできました。

バトンを渡してくれた６年生や卒業生にあこがれ、一歩でも近づこうと努力し、そのバトンを丁寧に次

に渡す。それが伝統を築いていきます。これまで皆野小学校のバトンをつないでくれた６年生が、地域

にはたくさん住んでいらっしゃいます。もちろん、本校の保護者の中にもいらっしゃいます。   

ところで、リレーに勝利する極意は何でしょう。私は「感謝と信頼」の気持ちであると思います。次

走者は前走者の走りを決して批判せずに、バトンをつないでくれたことに心から感謝して走り続けるこ

と。そして、前走者はバトンを渡した後、次走者の走りを信頼の気持ちをもってひたすら応援し続ける

こと。これこそ、バトンをつなぐことが心をもつなぐことになるのだと思います。このバトンパスは、

学校だけでなく家庭や地域社会でも同じ事が言えると思います。この春バトンを渡す、あるいは渡され

る全ての人に「リレーの極意は『感謝と信頼』の気持ちである」。そして、「そのバトンには、数え切

れない人々の汗と願いと時間とが込められているのだ。」と分かってほしいと思っています。 

卒業式当日、皆野小学校での１４８回目のバトンパスが見事に成功することを願っています。 
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表 彰 （ 書 き ぞ め 展 、 児 童 生 徒 美 術 展 ）   

◆主な行事予定◆   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

日 曜 行 事 等  16 水 ５時間授業   衛生検査  一斉下校(14:35) 

１ 火 登校指導 委員会(5,6年)  ＊授業参観･懇談会 (中)  17 木 ４時間授業  一斉下校(13:20) 

２ 水 読み聞かせ   衛生検査            (低)  18 金 ４時間授業   給食終了   卒業式予行(６年)   一斉下校(13:20)  

３ 木 朝学習（算）                   (高)  19 土  

４ 金 朝学習（算）                                  20 日  

５ 土   21 月 春分の日 

６ 日   22 火 ３時間授業（給食なし11：35 一斉下校）  大掃除 

７ 月 朝学習（国） MPT  1年下校付添(民生委員さん)  23 水 ３時間授業（給食なし11：35 一斉下校）  衛生検査 

８ 火 朝学習（算）  クラブ  24 木 ３時間授業（給食なし   1～5 年生は、11：35 一斉下校の予定  ）   卒業式 

９ 水 朝読書   衛生検査  25 金 ３時間授業（給食なし11：35 一斉下校）   修了式  臨時休業日 (6 年 ) 

10 木 朝学習（算）  26 土  

11 金 朝学習（算）  27 日 学年末休業日  

12 土   28 月 学年末休業日 

13 日                     29 火 学年末休業日 

14 月 朝学習（国）          1年下校付添(民生委員さん)  30 水 学年末休業日 

15 火 ５時間授業   通学班編成･一斉下校(14:35)  31 木 学年末休業日 

 

 埼玉県書きぞめ中央展覧会   

・埼玉県書写書道教育連盟賞 ３年 請川 良朋  

・推薦賞 ３年 内海 咲希 、横田 空音  

・特選賞 ４年 田島 彩喜    
５年 門平 めい 、櫻井 花穏 
６年 請川 雪羽 、𠮷村 倫果   

関口 涼夏 、髙田 真優 

・優良賞 ６年 志村 琉衣 
 

 秩父地区書きぞめ審査会  

・推薦賞 ３年 内海 咲希 、請川 良朋 、横田 空音  

４年 田島 彩喜 
５年 門平 めい 、櫻井 花穏 
６年  請川 雪羽 、𠮷村 倫果 、志村 琉衣 
      関口 涼夏 、髙田 真優 

 
・特選賞 ３年 大澤 咲貴 、根岸 未来 、 

矢部 蒼人 、大澤 咲良  
４年 中村ゆいね 、山口 真奈 、𠮷村廉太郎、 

大澤 蒼太 、齊藤りのは 、志村 蒼羽                
  ５年 小池ひより、佐藤佑希乃 
６年 富田 凌央 、拝野 莉子 、門平 梓希  
  

・優良賞 ３年 黒澤 采那 、近藤 龍雅 、宮原 翔 
４年 山中 煌琳 、岡田 爽奈 

  ５年 大塚 千代 、中村 泰士 、 
川井 梓  、久米 唯月 

６年 神田 華心 、茂木 夢香 

 埼玉県小中学校児童生徒美術展 秩父地区展覧会  

＜平面作品＞ 

・県特選 ３年 茂木 夢真 

・特 選 １年 髙橋健太朗   ４年  中 千秋 
       ５年 荻原 虎優   ６年 志村 琉衣 

・入 選 １年 加藤 諒真 、青木誠一朗、柏木 優花 

       ２年 新井 智也 、岩嵜 一聡 、黒澤 翔太 、 
坂本 湊音 、田島 弘章 

       ３年 大澤 咲貴 、門平 啓汰 、近藤 龍雅 、 
宮原  翔  、四方田夢來 

       ４年 萩原 伊吹 、山中 煌琳 、彦久保侑星 
        ５年 新井 優杏 、茂木 愛茉 、 中 杏菜 

６年 扇原 和奏 、茂木 紳理 、田野 優翔    
 
＜立体作品＞ 

・県特選 ５年 鈴木 陽菜 

・特 選 ２年 髙田 結    ３年 請川 良朋 
     ４年 石渡 健市   ６年 田村 心優 

・入 選 １年 籠島 朱音 、黒沢 蘭 、石川 結望 、宮﨑 肇 

  ２年 石渡 亘甫 、佐藤 芽衣 、関口 竜司 
  ３年 関根萌奈美、太幡 瑞葉 、黒沢 桜羽 
  ４年 飯野 太稀 、山口 真奈 、松田 有生 
 ５年 赤岩 凜香 、野口 友愛 、中田 茉心 
  ６年 神田 華心 、茂木 夢香 、安井 清人 、 

嶋田 杜和 、髙橋 愛理 

★１日(中), ２日(低), ３日(高) 
オンライン での実施です。 

 

＜令和4年度 第1学期＞ 

始業式 4/8（金） 

2年 雪あそび  2月10日 １年 豆まき（節分）  2月3日 3年 クラブ見学 ・ ４,5,6年 クラブ活動   2月8日 

 

 

在校生(１～５年生)は、各教室において
リモートで卒業式を視聴します。 
式終了後、卒業生の見送りをします。 

 

感染拡大の状況で、行事の日程及び内容を変更する場合もあります。 


