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花を支える枝
枝を支える幹
幹を支える根
根は見えねんだなあ
相田みつを
あと一週間で卒業式を迎える
六年生の皆さん︒
卒業おめでとうございます︒
皆さんは古志原小学校で沢山
の友達や先生方との出会いを通
して素晴らしい経験を山のよう
に積んできました︒その経験が
皆さんにとっての栄養となり綺
麗な花を沢山咲かせることがで

きました︒
楽しかった音楽会や運動会︑
そして一昨年の創立三十周年記
念行事などにおいて皆さんは
素晴らしい活躍をされました
ね︒一人一人は小さな花であっ
ても︑それが集まり大輪の花と
なって私たちに大きな感動を与
えてくれた事に感謝しています︒
皆さんは六年間で体も心も大
きく成長しました︒それは皆さ
んの﹁心の根﹂がしっかり深く
張ったからなのです︒
感謝の心︑思いやりの心︑自
分を高めようとする心を大切に
して下さい︒そういう心を中学
校の三年間でさらに深く育てる
ことでまた新しい大輪の花を咲
かせる事ができるでしょう︒期
待しています︒
保護者の皆様方にはこの一年
大変お世話になりました︒
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平成十九年度も早いもので残
すところ一ヶ月をきってしまい
ました︒
今年度も保護者の皆様方のご
協力のおかげでＰＴＡ活動も年
度当初計画しておりましたこと

が無事終わり︑今は︑それぞれ
の活動の反省と来年度の役員
等︑次年度に向けて準備段階に
入っているところです︒役員の
方をはじめ︑会員の皆様方には
この一年間本当にお世話になり
ました︒
厚くお礼申し上げます︒
今後も更なるご支援︑ご協力を
重ねてお願い致します︒
ところで︑第三十一期卒業生
がまもなく︑小学校のたくさん
の思い出を胸に今力強く羽ばた
こうとしています︒私は︑毎年
卒業する子ども達に︑文集の中
で贈る言葉として願いを託して
います︒今年度は︑さだまさし
さん作詞・作曲﹃ＭＯＴＴＡＩ
ＮＡＩ﹄
の中から一部抜粋して︑
贈る言葉としました︒詞の内容
はここで紹介できませんが︑こ
の﹁もったいない﹂という言葉
は︑ノーベル平和賞を受賞した
ケニア副環境相︑
ワンガリ・マー
タイさんが来日の際知り︑ぜひ
世界に広めようと呼びかけてい
る日本語です︒いろんなことに
気付き︑感動し︑視野を広げて
ほしい︑そんな思いを込め贈り
ました︒
私達も周りで気付いてないこ
とがたくさんありますよね︒
﹃ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ﹄
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堀口 千尋
わたしは今年一年間︑音楽・
放送委員会の委員長になり︑お
昼の放送など︑いろいろな活動
をしました︒その中で一番心に
残ったのは︑音楽集会です︒
音楽集会は︑音楽・放送委員
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会を中心として行われ︑みんな
で音楽を楽しむ行事です︒その
中で︑一番のメインは﹁ミニコ
ンサート﹂です︒ミニコンサー
トでは︑全校からたくさんの応
募があり︑その中からオーディ
ションをして選ばれた九チーム
が出場しました︒選ばれた人た
ちはダンスをしたり︑歌を歌っ
たりなど︑みんな個性的ですご

く盛り上がりました︒会場は︑
手拍子や歓声でいっぱいでした︒
ミニコンサートや音楽集会
は︑わたしが低学年のころから
何度も見てきた行事です︒次の
音楽・放送委員会の人に引き継
いでほしいと思います︒委員長
になって︑いろいろな方にお世
話になりました︒感謝の気持ちを
胸に︑中学校でもがんばります︒
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柏井 香都
わたしは︑四年生から六年生
の三年間︑小体連の応援団をし
ました︒
四年生の時は︑初めてなので
応援リーダーがあるなんて知り
ませんでした︒募集されたので︑
挑戦してみることにしました︒
リーダーとして大きな声を出す
ことがすぐにはできなかったけ
れど︑選手のためにがんばりま

ᴿ

した︒応援賞をもらったときは︑
とてもうれしかったです︒
五年生で︑二度目の挑戦をし
ました︒全校朝礼で団長が応援
賞をもらうのを見て︑かっこい
いなと思いました︒
六年生の時︑団長になりまし
た︒副団長と力を合わせ︑団長
としてみんなをひっぱっていこ
うと思いました︒小体連が初め
ての五年生のリーダーは︑応援
歌がなかなか覚えられなかった
り︑ふざけたりしていて困りま
した︒でも︑だんだんまとまっ
てきて︑ついに今までのよ
うな応援団が完成しました︒
競技場の応援席では︑リー
ダーは選手を見ることがで
きないので︑五年生がいや
がりました︒でも
﹁見なくても︑応援をひび
かせればいい︒
﹂
と言ったら︑わかってくれ
ました︒
六年生になってやっ
た応援は︑今までで一番よ
かったと思います︒しかも︑
応援賞をあこがれの全校朝
礼でもらうことができまし
た︒
これからも何事にも挑戦
し︑たくさんのことをやり
遂げ︑よい結果がでるよう
にがんばっていきたいと思
います︒
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卒業までの六年間︑たくさん
の事がありました︒いろんな行
事︑部活動︑委員会などの中で︑
私自身を成長させてくれたこと
が三つあります︒
一つ目は︑江津研修です︒一
日目はアスレチックをして汗を
流しました︒つかれたけど︑と
ても楽しかったです︒他にも︑
﹁も も た ろ う ﹂の 劇 を し た り︑
ペンダントを作ったりして︑楽
しい三日間をすごしました︒私
は研修の中で︑規則を守ったり
人と協力することを学びまし
た︒
二つ目は︑修学旅行です︒一
日目は平和公園に行き︑平和に
ついてたくさんのことを知りま
した︒むつみ園に行き︑戦争の
悲さんさ︑原爆がもたらした悲
劇を知りました︒平和について
考えさせられる一日になりまし
た︒二日目はチボリ公園で︑友
達とたくさん思い出ができまし
た︒時間を守ることやお金の使
い方を学びました︒
そして三つ目︒三つ目はバス
ケットです︒最初は︑ランニン

グの集団に追いつくことができ
ないくらい体力がなかったけ
ど︑今では︑一クオーター分動
けるようになりました︒技術も
一番下手で︑いつもまわりに迷
惑をかけてきたけど︑リバウン
ドもたくさんとれるようになり
ました︒
まだまだこれから自分自身を
成長させることがたくさんある
と思います︒今までの思い出を
大事にして︑これからもたくさ
ん成長していきたいです︒

ɤ࠰᧓⎡࣬⍷Ј

中島あやめ
私は四年生のころから︑金管
バンドクラブに入っています︒
私が金管バンドクラブに入ろ
うと思ったきっかけは︑校内音
楽会で演奏をきいたことです︒
迫力があってすごかったので︑
私もあんな風に演奏してみたいと
思い︑入部することにしました︒
私のパートはトランペットで
す︒ふだんの練習では︑パー
ト練習の後︑
合奏をしています︒
合奏では︑みんなで合わせて︑
曲のいけない部分を直しなが
ら曲を仕上げていきます︒
そして︑毎年一年間の練習
のまとめのフェスティバル
があります︒練習はとても大
変だけど︑最後にたくさんの
拍手をもらった時はとても
うれしいし︑何より達成感が
あります︒
私は三年間︑クラブを続け
て︑年上の人に対する礼儀︑
努力しないといい結果が出
ないことなどを学びました︒
これからも︑金管バンドクラ
ブで学んだことを生かして
がんばりたいです︒
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髙﨑 天馬
六年生は︑二学期から一︑二
年生に本の読み聞かせをするこ
とになりました︒ぼくは︑一年
生を担当することになり︑どん
な本を読んであげたら楽しんで
もらえるかということを考えな
がら本を選びました︒
一回目のふれあい読書では︑
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一年生が元気で
なかなか集中し
てくれず︑本を
読み始めるのに
五分もかかりま
し た︒ ぼ く も︑
すらすらと上手
に読むことがで
きず︑思ってい
たよりとても大
変でした︒
二回目は︑一
回目よりうまく
読んであげよう
と 思 い ま し た︒
最初は止まった
り し た け れ ど︑
だんだんと上手
に読めるように
なりました︒
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成相江莉佳
私は六年生の学年行事をとて
も楽しみにしていました︒学年
行事は夕方から始まり︑ドッジ
ボールやクイズ︑肝だめしなど
の楽しい内容でした︒三組は最
初に牛丼作りから始めました︒
牛丼を作るのは初めてだったけ
れど︑最初に分かりやすい説明

があったし︑調理をしている間
も大人の方たちがていねいに教
えてくださいました︒思ったよ
りうまくできて良かったです︒
牛丼作りが終わったら︑三組
と四組でいっしょにドッジボー
ルをしました︒最初は男子対男
子︑次に女子対女子︑最後に男
子五人と女子五人の十人で対戦
しました︒ドッジボールが終わ
ると︑全員で作った牛丼を外で
食べました︒運動した後の牛丼
は︑とてもおいしかったです︒
夕食が終わると︑肝だめしが
始 ま り ま し た︒ス タ ー ト か ら
ゴールまでのルートがけっこう
長くて︑どんなお化けが出てく
るか楽しみでした︒第二音楽室
の前を通り過ぎたら︑中から人
が出てきて少しびっくりしまし
た︒そして︑
最後の図書室には︑
とてもリアルでびっくりする物
が沢山ありました︒
学年行事は︑とてもおもしろ
くて思い出に残る行事でした︒
準備をしてくださった大人の皆
さんは︑私たちのためにずいぶ
ん前から計画をたてて動いてく
ださいました︒
感謝しています︒
小学校最後の学年行事で︑沢山
の思い出ができて本当に良かっ
たです︒
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松尾 純恵
私は今年園芸委員長になりま
した︒委員長に決まった時は︑
とても不安でした︒みんなをま
とめることができるかなと思い
ました︒
委員長の仕事は︑話し合いの
時に司会をしたり︑みんなに指
示をして活動したりすることで
す︒司会は︑初めての委員会の

時わからないことがたくさんあ
り︑先生に助けてもらいながら
何とかできました︒
そして︑
やっ
ていくうちに少しずつ慣れてき
ました︒でも︑だれも発言しな
い時は困ります︒その時は指名
して︑みんなに言ってもらえる
ように努力しました︒
委員長になって︑私は本当に
よかったと思っています︒今ま
で自分が中心となって仕事をす
ることはあまりなかったので︑
いい経験ができました︒
そして︑
こしばランドのようにみん
なで力を合わせてやり遂げ
る楽しさも味わうことがで
きました︒とても楽しく充
実した一年でした︒
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藤原
幹
ぼくは︑三年生の三学期
に古志原ケイジャーズに入
りました︒
ケイジャーズで身につけ
たことは︑礼儀や責任でし
た︒学校に登校する時やケ
イジャーズに行く時に︑い
ろいろな人に会います︒下
級生の時は︑あまりあいさ

つを意識していなくて︑人とす
れちがっても何も言わずにいた
けど︑上級生になると自然に声
が出るようになりました︒ケイ
ジャーズでは︑他のチームの人
やコーチの人達にあいさつをす
るので︑あいさつをしない日は
ないと思います︒あいさつは人
と人との間ではすごく大切なも
のだと前に先生に言われたけ
ど︑本当に大切なものなんだな
あと思いました︒
もう一つは責任です︒ぼくた
ちが自由に生きる中で︑大切な
のは責任だと思います︒五年生
の時に︑やることはきちんとや
る責任をコーチに教えてもらい
ました︒バスケットだけをまじ
めにやるのではなく︑勉強や宿
題も責任を持ってきちんとやら
ないといけないと言われて︑き
ちんとやっていこうと思いまし
た︒小学校生活で︑すごく成長
できたなあと︑思いました︒
これまで小学校生活で学んだ
ことを全て生かしながら︑中学
校に向けて精一杯がんばりたい
と思います︒バスケットでも︑
ドリブルで何人もぬくような︑
見ている人が驚くすごいプレー
ができるように︑一生懸命練習
したいです︒
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今年度の学年行事はアンケートの結果、人気の
あったものの中から実現可能なものを採用し、
「お
楽しみ会」と銘打って取り組みました。約4ヶ月
の準備期間中、仕事や家事のあいまをぬって夜の
学校で絵の具だらけになって頑張ってくれたサ
ポーターさん達には本当に感謝の気持ちで一杯で
す。自分の子供の頃は、大人から見ると眉をひそめ
てしまうようなちょっとスリリングな遊びをたくさ
ん経験しました。ですが今の子は世の中の変化もあ
り、規制も多い中で子供時代を過ごさねばならず、
かわいそうだなと思っていましたが今回の「きもだ
めし」や「リクレーション」で少しでも「ちょっと
スリリング」な気分を体感してもらえていたら幸い
です。保護者の皆様や古志原ドリーム会の方や先
生方の御協力のおかげで当日は事故もなく無事に
会を終えることができ、本当にありがとうござい
ました。

学年委員長

空野美穂子

る間に、体育館でドッジボールをし、保護者
の方にも参加していただき、盛り上がった
ゲームとなりました。肝だめしを待ってい
る間には、カーリング等6つのゲームと、空
気砲等の体験コーナーを用意しました。触っ
て、やってみて、楽しかったと少しでも心
に残ってくれればと思います。
サポーターの方にも感謝の気持ちでいっ
ぱいです。ありがとうございました。
4組学級委員長

宇都宮瑞枝
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1・2組、3・4組と交替で牛丼を作ってい
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企画当初より皆さんのイメージが広がり、暑い中の
準備でしたが数々の素晴らしい作品が完成しました。
当日は、それぞれの配置で子供達を待ち構える親
もドキドキワクワク。「キャー！ 」という悲鳴に満
足感さえ覚えました。
翌日の後片付の最中、竹谷公民館長より「なぜ肝
だめしなんかして子供達を脅すのか？」とたずねら
れました。日頃『イジメはいけない』と子供達に言
い聞かせる立場の大人が子供を脅すなんて、マズ
かったかしら…と一瞬、妙な空気が流れました。
「想
像力豊かな子供が暗い中でイメージを広げ恐怖を感
じるという経験は、危機感を養う為にとても大切な

ཅɽᲠȕȫ⌴Ȅȝȳȁ˺Ǔ

事」と教えて頂き、保護者一同ホッとすると同時に、
食事作りは前半・後半の2グループに分かれ

一段と達成感が高まって来たのでした。沢山の方々

て合計で約300人分の牛丼とフルーツポンチを

のご協力のもと、皆さんが楽しみながら一丸となっ

作りました。

て開催出来た事に心より感謝しております。ありが

６年生の皆さんはタマネギを切りながら「ゴー
グルを持って来れば良かったわぁ」と涙目になっ
たり、「キウイの皮むき、自分で初めてやった！
きれいに出来た!! 」と喜んだり。手が空くとすす
んで洗い物をしたり片付けや台ふきをテキパキ
とこなしていました。楽しみながら作業を進め、
協力し合いながら気配りの出来る6年生の皆さ
んはとても頼もしいと感じました。出来上がっ
た牛丼はとてもおいしくて、先生方や肝だめし
に協力して下さったドリーム会の皆様にもたい
へん好評でした。
準備から片付けまでご協力下さったサポー
ターさんをはじめ保護者の皆様、ありがとうご
ざいました。

１組学級委員長

西田

由子

とうございました。

3組学級委員長

松浦祐美子

平成年  月日
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1組 ゲーム＆ダンス 7月7日㈯

2組 ミニ運動会 7月28日㈯
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3組 リンゴ狩り 9月30日㈰
1年部の学年行事は、親子共、初めてという方が多く、クラスで親睦を深めようと、学級行事にし
ました。１組はレクレーション協会から講師をお招きし、県立はつらつ体育館でゲームやダンスを
しました。ゲームでは、さすが講師と思わせる内容でした。自分の子供だけでなく、他の子供や親
同士としても盛り上る事ができ、楽しい半日となりました。
2組は小学校の体育館でミニ運動会を行いました。開催時期が
7月下旬とあって、当日の体育館は暑くてたまらなかったのです
が、森くまゲーム、ジグザグおんぶリレー等、内容もりだくさ
んでした。最後は時間が余り、急きょ、先生も参加してリレー
を行いました。お父さん方も本気モードで走り、大いに盛り上
りました。３組は忌部の自然休養村でリンゴ狩りを行いました。
当初予定していた日が雨天中止となり、予備日の９月30日に行
いました。当日は、すばらしい景色の中、リンゴの試食、リンゴ
狩りをし、その後は、とったリンゴで重さ比べ、リンゴの皮むきをし、長さを競うゲームをしました。
意外にもお父さんの包丁さばきに驚く事もあり、楽しい半日となりました。各クラス共、多数の参
加があり、大いに盛り上る事が出来たと思います。これもクラス役員のみなさん、先生方、そして
協力していただいた保護者の皆様のおかげだと思います。ありがとうございました。
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遠 所 明 臣

平成19年11月24日㈯
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平成19年9月8日㈯

9月8日㈯風土記の丘陶芸教室で、午前9時から3年3組児童30人、担任の立石先生、保護者、兄弟
26人の60人近い参加者となった親子行事が行われました。
陶芸教室の先生の指導の下、与えられた粘土を使って、皿や湯のみ、灰皿など、それぞれが思い
思いの作品を仕上げていきました。普段あまり手に触れることがないせい
か、最初はなかなか思うように形作ることができず、何度も作っては壊し
を繰り返していましたが、最後には自分のオリジナルの作品を仕上げるこ
とが出来ました。また、親や兄弟と一緒に工夫して一つの作品を作ってい
くという経験も、子どもたちにとっては貴重な思い出となったように思い
ます。
出来上がった作品はその後、釜に入れて焼き上げられ、3ヶ月後に手元
に帰ってきました。焼く前には思いもしなかった色が出たり、つやが出た
りして陶芸の奥深さに再度、感心させられました。今後もこのような活動
を通して、子どもたちの心の豊かさを培う一助となればと思います。
お忙しい中たくさんの参加をいただき、とても有意義な一日となりました。ありがとうございま
3年部学年委員長 上 森
した。
幸
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２年部は学校にてウォークラリーを行いました。体育館を出発
して地図をたよりに学校周辺にあらかじめ用意しておいた10ヶ
所のポイントをまわり、そこに貼られている問題に答えながら
ゴールを目指してもらいました。問題の中には、担任の先生の子
供の頃の写真が登場するものもあり、人垣のできたところもあり
ました。子供達はやる気満々で、予定していた時間よりも大幅に
早くゴールする子供達が多く、ウォークラリーはあっという間に
終わってしまいました。中には早くゴールしたくて、スタートか
らずっと走ってまわった子もいて、追いかける保護者の方は大変だったようです。ウォークラリー
の後には、親子で簡単なゲームを行いましたが、クラス対抗ということもあって大いに盛り上がり
ました。
親子活動当日は、好天に恵まれ、三連休の中日にも関わらずたくさんの方に参加していただき、
楽しい一日となりました。
役員の方や保護者の皆様にはいろいろご協力いただき心より感謝申し上げます。ありがとうござ
2年部学年委員長 松 崎 美由紀
いました。
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一年部学級委員長
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平成19年9月15日

なかよしグループ学級委員長
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阪 井 洋 子

平成19年11月22日㈭

自由参観日の日を使い、親子で紙粘土のフォトフレームを作
りました。
子供達が用意していた下絵はとても素晴らしく、それぞれの
個性と想像力の豊かさがいっぱいに表現してありました。
皆様が製作しているのを見て回らせて頂きましたが、それぞ
れにこだわりの箇所があり、丁寧に仕上げていました。子供達
よりも私達のほうがはまって作っていた感じです。少し時間が
足りなかったようで完成まで至らなかった方もおられました。
参加して頂きましたたくさんの保護者の皆様、そして準備等ご協力頂きました役員の方、先生方
のおかげで子供達と素敵な時間を過ごせたことを感謝致します。ありがとうございました
４年部学年委員長
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吉 岡 由 香

平成19年11月22日㈭

5年部の学年行事は、餅つきと百人一首を行いました。
餅つきの方は、5年生が総合学習として取り組んで収穫したもち米を使って親子で行いました。当
日は、子供102名、大人80名もの参加があり、家庭科室で前半後半の2つのグループに分かれて作業
しました。
杵と臼を使った餅つきは家庭でほとんど行われなくなりましたので、大人でも経験者が少なく、
今回ほとんどの親子が初体験でした。経験のある保護者の方の指導を受けながら、全員が体験をす
ることができました。始めはもち米を打つときの力加減が難しくありましたが、慣れるのに従い、
子供たちは「ヨイショ！ ヨイショ！ 」と大きな掛け声の元に器用に杵を扱うようになりました。出
来上がった餅は、各教室できな粉と砂糖醤油を付けて皆でおいしくいただきました。
片方のグループが餅つきをしているときもう一方のグループは教室で百人一首を行いました。保
護者や先生が読み手となって、子供たちは真剣な姿勢で取り組みました。百人
一首は授業でも行われているということもあって、ハイレベルの大会となりま
した。
子供たちの喜んでいる姿を見ながら先生方、保護者のみなさん、子供たちが
ひとつとなって行われたすばらしい行事になったのではないかと思います。
今回は役員の皆さんには準備段階からご協力いただき、当日はたくさん保護
者のみなさんに来てご協力いただきありがとうございました。また5年部の先
生方にはさまざまなご援助をいただき心よりお礼申し上げます。
5年部学年委員長

白 石 健 二
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年に一度の学級行事として、松江市八幡町にある『クライミングジム M-Wall（Mウォール）
』
という施設で、フリークライミングに挑戦しました。
そのM-Wallでは、島根フリークライミング協会の阪井さんから、
「フリークライミングとは道具を使わず、人間の手と足だけで岩を
登る競技。もともとは1970年代にアメリカのヨセミテ国立公園で
始まったスポーツで、現在ではW杯も開催されており、欧米だけ
でなく、アジアでも広く楽しまれているスポーツです。
」との説明
をうけたあと、「普段日常生活ではつかわない筋肉を使う」という
ことだったので、入念に準備体操をしてから人工の岩壁に挑戦し
ました。
さすがに最初は、はじめて目にするカラフルな壁にみんな尻込
みしていましたが、さすがは子どもたち、時間が経つにつれすぐに順応して、クライミングジムが
公園のジャングルジムのようになっていました…！
そのあとは、最高気温が33度の残暑の中、子どもたちは休むことなく果敢に課題（登るコース）
にチャレンジ、引率の先生、保護者の方たちも「これはおもしろいかも！ 」を連発、私の発案のフリー
クライミングを楽しんでいただけたようで何よりでした。
今回お世話になったM-Wallは、松江市本庄町に移転してさらにスケールアップしたとか。皆さん
もフリークライミングに挑戦されてみてはいかがですか!? 最高に楽しいですよ〜!(＾＾)!

កࠄʭ

 ╙ภ

Ⅼⅼ⅗⅛↰‡₎

͜भᄀ
ƸơǊƯƷ

ⅭℹℵⅬⅈ℻
わたしのめあては︑きれいな
こえと︑バックダンサーをがん
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十一月二十八日に︑まつえし

りました︒かぶと虫の足がなか

ました︒ぼくは︑かぶと虫を作

ました︒でも︑だんだんなれて

しょは︑すごくドキドキしてい

テーマは﹁せかいの国からこ

きてすごく楽しかったです︒

んにちは﹂でした︒だから本当

なかうまくできませんでした︒

何回も足をやりなおしました︒

たです︒それに︑ロンドンばし

あついので︑あせがたらたら出
おばあさんは︑

たいやカスタたい︑手あそびた

に外国に行ったようで楽しかっ

﹁上手にできたね︒
﹂

いやもちつきたい︑ビンゴたい

ました︒

と︑ほめてくれました︒こんど

や合そうたいなどみんながん

ひょうげんうんどうはっぴょう

てがんばったよ︒かっこよくお

は︑ロケットを作っておばあさ

ばっていてとても楽しそうでし

かいがあっておどったよ︒

どったよ︒みんなに見てもらっ

んに見せてあげようと思います︒

ぼくは︑ゾーキンダーになっ

てきんちょうしたよ︒

た︒だから︑いいなと思いまし

ఆ
₉ ໍ
今日︑グループで交番にイン

た︒

いっぱいがんばったとおもう

はっぴょうかいがあったね︒

タビューたんけんに行きまし

ණന
₉₉ ၱ
二年生がそだててきた大こん

Ǥȳǿȓ⌯⌴ƨǜƚǜ

ႅ
₉ ℹ⅗ঊ
むかしあそびをしたよ︒
よ︒目は︑スピーカーを見てい

はっぴょうするまえはドキドキ

た︒お ま わ り さ ん の お し ご と

をしゅうかくして︑おでんパー

ƝǄƏƼ

わたしは︑めんこをはじめて

たよ︒いままでのれんしゅうや

し た け ど︑ま ち が え ず に い っ

が︑たいへんなことがわかりま

ティーがありました︒

ばることだよ︒じぶんではせい

したけど︑けっこういい音が出

きのうのリハーサルよりもせい

しょうけんめいおどったよ︒ス

した︒でも︑道にまよった人に

うちゃんは︑

んどもいい音が出たので︑しょ

よ︒そしたら︑わたしの音がな

もじょうずにできたよ︒きらき

えたよ︒れんしゅうのときより

きな口をあけてじょうずにうた

ぼくね︑どきどきしたけど大

たあとは気もちよかったよ︒

んがいっぱいいたけど︑おどっ

たり︑おとしものをとどけたり

教えてあげたり︑あんぜんを見

を入れるのがむずかしかったで

あぶらあげをきって︑おもち

おまわりさんは︑人をたすけ

たときがうれしいそうです︒

ていねいにやさしく教えても

らってうれしかったです︒

ಏƠƔ⌣ƨ᪦ಏ˟
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今日は︑音楽会でした︒さい

あまくておいしかったです︒

とくに︑かわつきの大こんは

いしかったです︒

分たちできったので︑すごくお

うまくきれてよかったです︒自

つかったことがなかったけど︑

ぼくは︑あまりほうちょうを

す︒

おうちにかえると︑ごほうび
に大すきなケーキがありました︒

Ηभᄀ
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今日︑さんかん日でおばあさ
んが来てくれました︒図工をし

なと思いました︒

していて︑すてきなおしごとだ

Ɠưǜȑ⌴Ȇ〈⌴

るので︑
おもしろくなって︑
しょ

いっぱいがんばったと︑おもっ

テージが大きくて︑おきゃくさ

५ུℿⅼ⅕

うちゃんに︑

たよ︒たのしかったよ︒

ƓǜƕƘƔƍ

﹁くそう︑やられた︒
﹂

らピッカマンをしてたのしかっ

ⅯⅴⅯ⅕ⅶℵ

といったよ︒ひとみ先生にも︑

いってくれてうれしかったよ︒

たよ︒おかあさんがじょうずと

うれしかったよ︒

といってもらえて︑とっても︑

ね︒
﹂

﹁林さん︑めんこの音がいい

と い っ た の で︑し ょ う ぶ し た

﹁やってやるう︑こい︒
﹂

というと︑

﹁音で︑しょうぶせん︒
﹂

ų ǊǜƜƨƷƠƍƳ
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と︑言ったのでみんなが︑いっ
せいに︑まどに行って︑

あさづけとしおづけの二つの
味があります︒どちらも︑おい

次に﹁ＨＥＩＷＡの鐘﹂の合唱

した︒とても面白かったです︒

でも︑楽しく遊びました︒

をしました︒頑張って歌いまし

そりとか︑草の所にある遊具

一日︑楽しかったです︒

それで︑私は︑本当だったん

に伝えたい﹂の合唱が終わると

﹁すごい︒
﹂

私は︑津田かぶもつけもの自

だなと思いました︒それに︑虹

朝夕寒くなりましたね︒陶芸

少し恥ずかしかったです︒最後

しいだろうなぁと︑待ちくたび

体も食べたことがありません︒

が二つもあったのですごくうれ

教室の時︑いろいろ教えてくだ

の音楽会は︑とても楽しい音楽

た︒﹁仲間とカンタービレ﹂
と
﹁イ

だから︑よけい楽しみでした︒

しかったです︒虹を見るのは︑

さってありがとうございまし

会でした︒

と言っていました︒

できあがったその日︑もって

四回目ぐらいでした︒また見た

た︒ぼ く は 久 し ぶ り に 陶 芸 を

れていました︒

ఱࡔ
₉ ཀׯ
しじみは松江のとくさん物で
帰って夕ごはんの時に食べてみ
いです︒

やってとても楽しかったです︒

ねん土がとてもやわらかくて気

持ちよかったです︒ぼくは楽し

ಎ
₉ გढ
昔のことをよく知っている古

ଥƴƭƍƯᎥƍƨƜƱ

ہभᄀ

すごく楽しかったです︒
﹁きみ

ケナイ太陽﹂
の合奏をしました︒

す︒学校で︑はじめてしじみ汁
ました︒しおづけは味があまり

ᨓᑸܴƷ൷ဋέဃǁ

を作りました︒私は︑みそを入
なくて︑苦くてあまりおいしい

Ơơǈ൬˺Ǔ

れる係でした︒一人大さじ一ぱ
とは思いませんでした︒でも︑

くて︑いっぱい作りました︒池

室です︒池田先生のおかげで楽

志原の方からお話を聞きまし

田先生のおかげです︒ぼくは六
ܻ
₉ ਹ૽
六年生の一番の思い出は︑九

しい思い出を作ることができま

た︒

年生なのでこれが最後の陶芸教
月に六年生みんなで遠足に行っ

した︒本当にありがとうござい

まず︑古志原小があるところ

は︑昔は山だったことと︑幼稚

まず︑大山コースに行ってア

せんでした︒
ドレミパイプで
﹁か

くできたけど歌はうまく歌えま

ながら歌いました︒手話はうま

中の子どもたちが﹂を手話をし

ୌ
₉ ਏ
なかよしグループでは﹁世界

いました︒わらのくつはテレビ

さが分かるのですごいなあと思

かるもので︑おもりが動いて重

一番すごかったのは︑重さをは

水でっぽうなどを見ましたが︑

ました︒次に︑炭火アイロン︑

園と公民館があるところは池

見たら︑雨が上って︑虹が出て

スレチックをしました︒全部が

えるのうた﹂
の合奏をしました︒

で見たことがあるけれど︑本物

だったことを聞いてびっくりし

いたので︑
ゆめかと思いました︒

楽しかったです︒次に︑昆虫が

みんな揃っていました︒

ಏƠƔ⌣ƨ᪦ಏ˟

たことです︒千酌と大山フィー
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い︑つまりスプーンに平らにの
あさづけはとてもおいしかった
つけものもわるくないなあ

ʰʑˎʝ˭̨ᷣ̔

した︒と中で紗羽ちゃんに︑

ばしてからしんちょうに入れま

と言われてちょっとはずかし

と︑思いました︒また︑ちがう

です︒

かったけれどうれしかったで

つけものも食べてみたいです︒

﹁お母さんみたいだね︒
﹂

す︒おいしく作れるかなあと心
配したけれど︑意外と上手に作

ᖕ
გ
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帰 り の 会 が 始 ま る 前︑雨 が

千酌では︑岩を調べました︒

れ︑
味もちょうどよかったです︒

ふっていたので︑びっくりしま

ました︒十一月十四日

した︒よそってあげたら一番は

大山に着いたら︑お弁当を食

ド ル ア ス レ チ ッ ク に︑バ ス に

じめに飲んでくれました︒みん

した︒それで︑帰りの会を始め

べてアスレチックで遊びまし

とてもびっくりしたし︑うれし

いる昆虫コースに行ってきまし

乗って行きました︒

なに﹁おいしい︒
﹂と言っても

て︑スピーチをして︑歌を歌う

た︒

ಎോ
₉ ࣝ
一月十八日の三︑
四時間目に︑

かったです︒少ししたら︑男子

た︒これも︑全部楽しかったで

家でも同じようにして作りま

らえたしじみ汁ができました︒

じゅんびをしている時に︑外を

秋から学級の畑で育ててきた津

が︑

ဋƔƿƮƚǛ˺⌣ƨ

田かぶでつけものを作りまし

す︒

を見たのは初めてでした︒竹の

﹁虹だ︒
﹂

六年生では︑最初に劇をしま

た︒

ゲタは︑ふつうのゲタよりもは
きごこちがいいらしいです︒た
くさんの昔のものを見たけれ
ど︑色々な工夫がされていまし

たり︑花を作ったりしました︒

準備では︑プログラムを作っ

かたなかった︒そして︑人の役

この仕事ができるかと不安でし

教えてもらってもわからなくて

できなかった︒時には︑友達に

まず最初は︑ぜんぜん仕事が

送る会が終わって︑私はすご

た︒自分でも正直おどろいた︒

はなくほめられるのが多くなっ

じめたら先生におこられるので

仕事をがんばった︒がんばりは

す︒

手をたくさん使う作業だったけ

ᇰ᫊Ʒׄ࠰ɤኵ

ど︑みんなと一つ一つ協力して

くほっとした︒それは︑大事な


₉ ृ
四年三組はいつも笑顔がたえ

大仕事を成功させることができ

ないクラスで︑みんなが楽しく

事か︑このことを初めて気づい

たからだ︒この苦労︑がんばり

た︒

本番では︑体育館がとても寒

たしゅん間だった︒気づいた時

を私は忘れないと思う︒

に立つということがどれだけ大

いつもは真けんに授業に取り

かったので︑手があまり動きま

か ら︑仕 事 を が ん ば る よ う に

楽しく作業ができました︒

組んでいるけれど︑たまに大笑

せんでした︒だから六年生さん

なった︒

すごしています︒

いとなります︒

が全員通るまで︑花のアーチを

さらに︑人のため︑自分のた

࣎ƴസ⌣ƨ

それは︑先生が黒板に字を書

ずっと持っていなければならな

ų ЏǓᡫƠƷᙸܖ
பِ
₉ ঊ
社会で勉強した周藤弥兵衛さ
いている時に力が入りすぎて

めにがんばることを思いはじめ

生がおかしいことを言ったり︑

でもりあがってもらって︑私も

ことのない会になった︒

送る会は︑今までで一番忘れる

あらためて︑今年の六年生を

んが作られた八雲の切り通しに

かったのは少し大変でした︒

一つの山を切り通し川の水を
したりした時です︒私はそんな

がんばって六年生さんを見送ろ

た︒それからもっと実行委員の

チョークが折れたり︑男子や先

流すようにしたその現場はとて

四年三組が大好きで︑毎日学校

と思いました︒
六年生さんとの残りの時間を
思い出いっぱいにしたいと思い
ました︒

ǍǓƱƛƨ
ų ρ࠰ဃǛᡛǔ˟
५ന
₉₉ բ
今年の六年生を送る会は︑今

（ＰＴＡ広報一同）

でも︑他にもゲームや出し物

見学に行きました︒

も岩が多く水の流れが速かった

そして︑最後の﹁思い出と感

うと思いました︒

だから︑五年生になってクラ

謝のともしび﹂は︑心をこめて

に行くのが楽しみです︒

いたような道具で私達も岩をた

スが変わっても︑こんな笑顔を

です︒当時弥兵衛さんが使って
たいてみました︒力を入れても

できたのでよかったです︒今ま

ƕǜƹ⌣ƨρ࠰ဃǛᡛǔ˟

で準備してきて本当によかった

大切にしていきたいです︒

ų

ǈǜƳƱңщƠƯ
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ないクラスになりたいです︒

四年三組みたいな笑顔のたえ

なかなかほれませんでした︒そ
れなのに岩を切る仕事を四十二
年間もされた弥兵衛さんは本当
にすごいなと思います︒
最 初 は﹁た た り が 起 き る︒
﹂
と反対していた村人も弥兵衛さ
んの考えを理かいし︑協力した
そうです︒みんなのためにがん
ばった弥兵衛さんはすばらしい
です︒

ᚡ

までで一番忘れることのない会
になった︒

ࢸ

ઐུ
₉ ଧ
六年生を送る会では︑みんな
と協力して成功できたと思いま

ᨼ

今年度最終となりましたＰＴＡ機関紙「香の樹」をお届けします。
卒業される  年生のみなさんの写真とメッセージ、在校生のみ
なさんの思い出、そしてＰＴＡ学年部の取り組みを掲載させてい
ただきました。
楽しい写真や貴重な原稿を寄せていただいた先生、保護者の皆
さんに心よりお礼申し上げます。
来年度は新たなメンバーで広報活動に取り組みます。引続き、
みなさんの元気で楽しい活動や素敵なお話を伝えていきます。

ዻ

第号 

香 の 樹
平成年  月日

