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「大 志」
大きな志をもとうよ。そして、大きな夢の実現に向かって努力しようよ。

「二学期を終えて・・・」
いよいよ二学期が終わりになり、子どもたちが待ちに待

っていた冬休みが始まります。二週間のお休みですし、ご
家族でいろいろと楽しい計画がおありのことと思います。
この機会に冬休みならではの体験をたくさんさせてあげて
ほしいと思います。年末は、ねこの手も借りたいほどの忙
しさだと思います。子どもたちに出来ることはどんどんお
手伝いさせてください。

また、年始めにはよその家を訪問したり、お客様をお迎
えしたりする機会が多くなるかと思います。その学年なり
の礼儀（相手にいやな感じを与えない接し方）も身に付け
させていきたいものです。有意義な冬休みとなることを願
っています。
最後に、九合小学校の子どもたちが元気で、いい顔で学

期末を迎えることができたのも、ご家庭での支えがあって
のことと心から感謝申し上げます。ありがとうございまし
た。ご家族で、良いお年をお迎えください。

「通知表について」
「通知表」は学習や学校での生活の評価をお知らせするものですが、

児童のもっている力の全ては「通知表」だけでは十分に伝えられません。
九合小学校では、通知表をきっかけとして、子どもたちの頑張りを認

め、やる気を引き出す材料としていきたいと考えています。
また、担任と保護者が子どもたちの成長に対して、同じ方向を向いて、

同じような声がけができることもめざしています。
是非、ご家庭でも、子どもたちの頑張りに対して、ほめたり、励ましたりして、

次へのやる気につなげていただけますようよろしくお願いいたします。

「表彰」 おめでとうございます！
月 日 氏 名（年－組） 成 績 大会・作品展名

５ 18 FC九合 第３位 第３回 JCカップU-11少年少女サッカー全国大
会 関東地区予選 群馬県大会

６ 17 FC九合 準優勝 藤岡南RC杯

高田心夢奈（４－１）
藤井 心玖（４－１）
高田 心尋（４－２）
藤井 心透（４－２）



５ 28 FC九合 第３位 第３回 JCカップU-11少年少女サッカー全国大
会 関東地区予選 群馬県大会

落合 唯仁（５－２）
坂下 瑠菜（５－３）

７ 23 FC九合 優 勝 第６回 粕川コリエンテ杯 ４年生大会

高田心夢奈（４－１）
藤井 心玖（４－１）
高田 心尋（４－２）
山木 鞍馬（４－２）

７ 28 和樽真理安（６－３） Ｂ部門選奨 第17回 全国こども陶芸展ｉｎかさま

８ 27 太田中央ミニバス男子 優 勝 第32回 富士スバルカップ

４ １ 野口 奏（４－１）
４ １ 森川 光（４－１）

８ 27 九合ＦＣ 準優勝 第６回 粕川コリエンテ杯 ２年生大会

１ １ 土屋 輝空（１－１）
１ ３ 森内 蒼斗（１－３）
１ ３ 西口 縁（１－３）
２ ２ 藤井 透心（２－２）
２ ２ 久保田瑞己（２－２）

９ 23 旭ミニバス 準優勝 2017 太田市民総合体育大会 バスケット競技

柴田 璃音（６－２）
岩瀬 弦基（６－２）

９ 23 九合フェリーチェ 女子の部Ｇ 太田市中央ロータリークラブ杯争奪
敢闘賞 小学生バレーボール大会

金子 遊妃（４－２）
根井菜々香（５－３）
及川 瑞貴（６－１）
佐々木遥香（６－２）
高倉 彩佳（６－２）
千葉 真優（６－３）

９ 24 ＦＣ九合 Ｕ１１優勝 太田市サッカー協会 2017年新人戦

落合 惟仁（５－２）
坂下 瑠葉（５－３）
山本 鞍馬（４－３）

10 ５ 入 選 平成29年度 市内小・中学校 読書感想文
コンクール

伊藤 深紀（１－２）
松山 慶次（２－１）
毛塚 咲那（３－１）
藤田 理央（４－１）
深田 花音（５－１）
中島 大綺（５－３）

10 ７ 出牛 皇輔（３－１） 敢闘賞 第21回 群馬県スポーツ少年団 低学年
軟式野球交流大会

10 ８ 及川 瑞喜（６－１） 陸上競技 2017 太田市民総合体育大会
第２位



月 日 氏 名（年－組） 成 績 大会・作品展名

７ 23 九合流星 第３位 第39回 太田市少年野球おおたリーグ
選手権大会

８ ６ 九合流星 優 勝 王貞治杯 第13回学童選抜軟式野球大会

８ 19 九合流星 準優勝 スバルカップ争奪第３１回太田市学童
軟式野球選手 県大会

10 20 後藤 大智（６－１） 優秀賞 太田市小・中学校理科研究作品コンクール

10 22 小林 瑶季（３－１） 記録証 あずまウオーターランド水泳記録会
種目200㍍
個人メドレー
３分４３秒９９

10 29 常澤 壮太（３－２） 絵画の部 奨励 MOA美術館児童作品展
賞

11 ３ 田島 朔（５－１） 優 勝 ココカラファイン・クスリのコダマ
親子ふれあいマラソン大会

11 ４ 第３位 第25回 強戸コミュニティー杯
サッカー交流大会

西田 孝匡（６－１）
田龍之助（６－３）

落合 惟仁（５－２）
坂下 瑠菜（５－３）

11 ８ 中谷 莉誉（１－３） 学校代表 平成29年度 市内小学校、特別支援学校
松山 慶次（２－１） 児童巡回展
リマ アユミ（３－１）
中岡 成（４－３）
川島 悠稀（４－4s）
出牛 ひかり（５－１）
大川 りるは（６－１）

９ ６ 石渡 胡春（６－３） 努力賞 第39回 防犯ポスターコンクール

10 21 中里 杏樹（４－３） 銅賞 太田市緑化ポスターコンクール
和田 樹莉愛（３－１）
坂岩 朝人（１－１）

11 12 坂本 桜（６－１） 作文小学生の部 平成29年度 ｢環境を守ろう｣ポスター・
銀賞 作文・標語コンクール

福岡 朋樹（１－１） ポスター小学生
低学年の部

11 25 出牛 ひかり（５－１） 絵画・ポスター ｢少年の日｣｢家庭の日｣普及啓発作品コンク
の部 ール

11 18 石山 凜々愛（５－１） 選考委員長賞 第６回 小学生俳句コンクール

11 26 柳幸 俊成（１－３） 銅 賞 第19回 ショパン国際ピアノコンクール
ｉｎ ＡＳＩＡ

11 26 金井 大知（６－１） ベスト８賞 第14回 全国小学生タグラグビー選手権
佐々木 颯（６－１） 大会 群馬県大会



岩瀬 弦基（６－２）
ドミンゴス キヨシ

（６－２）
岩木 慎之助（６－３）
野澤 竜望（６－３）
橋本 青昊（６－３）
橋本 愛斗（６－３）
久田 琉偉（６－３）

11 29 九合小学校６年２組 賞 平成29年度 群馬県よい歯と口の
コンクール

11 29 毛塚 美結（６－２） 市長賞 平成29年度 ｢環境日記・みどりの小道」
本田 水樹（６－１） 市教育長賞
西村 奈々（６－２） 市議会議長賞
岡田 しおり（６－２） 商工会議所会頭賞

除夜の鐘』の話

大晦日が近づくとなると、自分がまだ学級担任だった頃、決
まって、次のような話をしてあげたことを思い出します。それ
は･･･。『除夜の鐘』の話で、子どもたちと、次のようなやりと
りをしたように記憶しています。

「今日は、『除夜の鐘』の話をするよ。早速だけど、『除夜の
鐘』っていくつ突くか 知っている･･･？」と質問したことがあ
り、「１０８つです」という答えが返って きました。
そして、さらに「どうして、１０８つ突くか知ってる･･･？」

と聞いたところ、誰も 知りませんでした。そこで、その意味
を知っている範囲内で話してやりました。

「『除夜の鐘』は、大晦日に突かれるのは知っていんだけど、なぜ、１０８つ突くの だ
ろう。それは、仏教という宗教から生まれたもので、人間は１０８つの煩悩(ぼ んのう)、
つまり、正常な心を惑わす悪い心が人間には１０８つあって、その煩悩を 追い払うため
に、１０８つの鐘を突くんだよ」と、話してやり、どうやら子どもたちも納得していまし
た。そこで、「じゃあ、どうして、１０８つなんだろう」と、さらに深い質問をしてみま
した。「わかりませんよ～」と、子どもたちの声。実は、仏教の中の本当の理由は、自分
も分からなかったのですが、以前、「雑学の本」に書いてあったことを 話してやりました。

「どうして、１０８つかというと、人間というものは、生きるために
『四苦八苦』しているんだ。『苦』は苦しいという意味だけど、この
『苦』を『九』と置き換えて『九九の計算』をしてみると、『四×九＝
３６』、『八×九＝７２』になり、３６と７２を足すと、何と『１０８』
になるんだよ。不思議だろう。でも、これは、偶然らしいよ」と話して
やりました。子どもたちは、偶然に驚き、不思議そうな顔をして感心し
ていました。

保護者の皆様。２０１７年も、あとわずかです。どうか、九合小学校の全てのご家庭が
明るい一年になりますよう、心よりお祈りしております。

今月の名言
かんしゃ き も じぶん しん き も さいご あきら き も ゆめ つか さんげんそく

感謝の気持ち。自分を信じる気持ち。最後まで諦めない気持ち。夢を掴むための三原則。
せいいっぱい なが あせ なみだ きみ い つよ か

精一杯流した汗と涙は、君が生きていく強さに変わる。


