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私は一年生になるとき
に串木野小へ転入してき
ました︒
ほとんど友達がいなく
て不安でしたが︑今では
たくさんの友達ができま
した︒一緒に笑ったり︑
気まずくなったり︑運動
会や持久走で競ったり︑
勉強したり︑友達や先生
に支えられ過ごした六年
間でした︒今︑親友がい
ます︒中学校は離れ離れ
になってしまいますが︑
お互い夢に向かって一生
懸命頑張っていけたらと
思います︒
最後に︑六年間見守っ
てくれた両親へ﹁ありが
とう﹂そして﹁これから
も︑よろしくね︒﹂

六年一組

みんなに感謝！

発行 串木野 小 学 校
P TA 広 報 部

みち︒

冨永 智子

桜の舞う四月︒真新し
いランドセルに期待と不
安をめいいっぱい詰め込
んで入学してきたあなた
達︒
あれから六年︒ランド
セルの中は日々の生活の
中で学んできた事とたく
さんの思い出でいっぱい
になりました︒
そして旅立ちの時︒こ
れからもあなたたちの道
は続きます︒
なだらかな道をいくこ
とも︑険しく暗い道を歩
くこともあるでしょう︒
そんな時こそ自分を信じ
て一歩ずつ前に進んでく
ださい︒必ず光が見える
日がくるはずです︒
くじけそうな時は︑思
い出してください︒
あなたを見守る暖かい
笑顔を︒
私達は︑いつだってあ
なたの味方です︒
これからも一番近くで
応援しています︒
卒業おめでとうー
―

学級旗

６年生が︑大漁旗など
を手がける亀崎染工さん
で︑卒業記念の学級旗を
制作しました︒

卒業するみなさんへ
担任

石原 拓馬

日々是好日
担任

永山 暁子

卒業するみなさんへ

担任

柴山 博文

﹁将来の夢﹂を毎学期︑書かせました︒それ
は︑皆さんに夢や希望をもち︑それに向かっ
て努力していくことの素晴らしさを伝えた
かったからです︒人は︑目標があるからこ
そ頑張れます︒一つの目標を達成したら︑
次の目標を︒その連続や積み重ねの最終ゴー
ルが﹁夢﹂だったら︑どんなにすばらしい
ことでしょう︒﹁夢﹂をめざして動き出して
いる人は着実に︒そうでない人は︑今日か
ら動き出しましょう︒
﹁夢﹂を目指した長い旅が︑これから始ま
るのです︒

3組

六年間で登校した日数は︑およそ千二百
日余り︒晴れの日があれば雨の日もあるよ
うに︑楽しい日ばかりではなかったはずで
す︒これからは︑もっと辛く苦しい日もあ
ることでしょう︒そんなときは﹁日々是好
日︵ひびこれこうじつ︶﹂とつぶやいてみて
ください︒その日を自分の糧とし︑いい一
日にするのは︑他の誰でもない自分自身で
す︒素晴らしい一日を自分の力で生み出し
ていってください︒ずっと応援しています︒

2組

﹁普段が大事﹂
今年度︑話してきた言葉でした︒
一つ一つの積み重ねが︑今の自分を作っ
てきたこと︒そして︑これからの自分につ
ながっていくことを覚えておいてください︒
みなさんはこれから︑気力・体力ともに
充実し︑できることが増す一方で︑責任あ
る行動が求められる中学校へと進学します︒
心身ともに成長できるように︑努力を重ね
ていってください︒
魂こめて︑キバレ！

1組
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赤組応援団になって
峯元 蓮太朗
ぼくは︑赤組応援団に入りました︒
ぼくの目標は︑応援団に入って︑団
長になることでした︒
ぼくは︑投票で勝って団長になりま
した︒みんなでアイデアを出し合いな
がら︑最後は笑顔で︑勝敗関係なく思
いっきり楽しみました︒
でもなかなかうまくいくことはでき
ませんでした︒みんなはずかしがって︑
声が小さく︑表現も決まりませんでし
た︒だんだん練習していくうちに︑よ
くなってきて︑カンペキな仕上がりに
なりました︒本番では思いっきりでき
て良かったです︒

あこがれの団長

濵嵜 心太朗

ぼくは︑１年生のころから︑団長にあこ
がれていました︒なれたときは︑とてもう
れしく︑真っ先に親や仲の良い友達に伝え
ました︒
ぼくは練習も楽しいので︑﹁ごちそうさ
ま﹂をしたらすぐに練習場所へ行きまし
た︒みんなで案を出しながらふりつけなど
をつくっていきました︒本番は︑一日延期
しましたが︑その日は心の準備をしていま
した︒そのおかげで︑本番では良い声が出
せました︒
勝ち負けなどそういうの関係なしに︑み
んなと楽しくできたので︑一番の思い出で
す︒
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修学旅行の思い出
六年二組 末弘 莉穂
私は︑修学旅行でグリーンラ
ンドと熊本城にいきました︒最
初の一日目に行ったグリーンラ
ンドでは︑いろいろなアトラク
ションに乗りました︒特に楽し
かったのは︑ぜっきょうマン
ションでした︒グループの人と
いろいろアトラクションにのれ
てとても楽しかったです︒
熊本城では︑熊本城の周りを
見学しました︒少しくずれかけ
ていたところもあったけど熊本
城がみれてよかったです︒一度
は︑見たかった熊本城が見れて
大満足になりました︒

修学旅行

三年 福山 有浬
ぼくは︑遠足で︑平川動物園にいき
ました︒
コウモリや︑ワニ︑ヘビがブキミで
心に残りました︒
昼には︑おべん当や︑おかしをたべ
ました︒
自由時間には︑けいどろや︑だるま
さんがころんだなどをしました︒
ホワイトタイガーが見れなかったの
で︑ざんねんだったけど楽しい遠足に
なりました︒

秋の遠足

秋の遠足

秋の遠足行先

子どもたちが毎年楽しみにしている
秋の遠足︒今年度も様々な場所に出か
けてきました︒
一年生 鹿児島県県民の森
二年生 いおワールドかごしま水族館
三年生 鹿児島市 平川動物公園
四年生 清掃工場見学と寺山公園
五年生 阿久根の番所丘公園
阿久根市栽培漁業センター
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陸上記録会
初めての陸上記録会
五年

長畠 蓮

ぼくは︑初めての陸上記録会で八百メートル
走に出場しました︒八百メートルは︑家や学校
でたくさん練習したので︑よい記録が出せるよ
うにがんばっては走ろうと思いました︒八百
メートルは︑種目の一番目だったので︑とても
ドキドキしていました︒ピストルの合図で始ま
りました︒走っていると︑だんだんきんちょう
がほぐれ︑最後まで全力で走りぬくことができ
ました︒
順位は悪かったけど︑タイムは良かったので︑
また来年も頑張りたいです︒

小園 香梨奈

なわとび大会
なわとび大会
三年

全いんさんかのしゅ目では︑五しゅ目あるうちのこうさとびだけは︑合かくの三
十秒にとどきました︒終わったら︑とてもうれしい気持ちになりました︒
チャンピオンしゅ目では︑あやとびとこうさとびに出ました︒どちらともチャン
ピオンには︑とどかずとてもくやしく感じました︒
来年は︑もっと力を発きできるように︑たくさん練習をしてがんばりたいです︒
くやしかったけど︑とっても楽しかったです︒

半成人式は、成人の2分の1の年齢である10歳を迎えたことを記念して
行われる行事です。

半成人式
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半成人について
四年 久保 柊翔
半成人をむかえるにあたって︑
ぼくは二つの目標をたてました︒
一つ目はバスケを頑張ること
です︒レブナイズのたてやませ
ん手を目標にして練習にはげみ
たいです︒
二つ目は︑好ききらいをしな
いでごはんをいっぱい食べて元
気な体を作ることです︒理由は
体調不良になってバスケを休む
ことがあるからです︒
さいごにお父さんとお母さん
にいっぱい感謝の気持ちを伝え
たいです︒

音楽発表会
四年三組

木佐貫 登生

十一月七日水曜日︑いちき串木野市市民文
化ホールで市音楽発表会がありました︒
ぼくたち四年生は︑八番目に﹁地球星歌﹂
﹁シーラカンスをとりにいこう﹂の二曲を発表
しました︒
ぶたいにたつと︑ムネがとてもドキドキし
て︑きんちょうしてきました︒でも︑歌いだ
すと︑みんなと声をあわせて︑大きな声で上
手に歌うことができたので︑よかったです︒
とても楽しい音楽発表会になりました︒

音楽発表会

給食試食会 研 修 会

トイレ掃除作業

正月飾りづくり

ベルマーク委員会

今年度も多くのＰＴＡ活動を行えました︒
ありがとうございました！

広報委員会

保健委員会

ＰＴＡ活動をふりかえって
集団下校への協力

リサイクル活動

ホームページでも
情報発信中！

今年度から串木野小学校ＰＴＡ
のホームページを運用しています︒
ＰＴＡ新聞に載せきれない話題
や画像を案内しています︒
ぜひチェックしてください！

http://kushikino-pta.net/
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子どもの広場

ふしぎないきもの
一年一組 やまさき たいし

物語の絵「いっすんぼうし」
三年三組 大山 照喜

四年

平野 幸花

四年

四年

神山 大和

橋之口 ひかる

編集後記

あっという間に一年が経
ちました︒
ＰＴＡ新聞の発行が年２
回になり︑ホームページ立
ち上げなど挑戦の年にもな
りました︒
ご協力ありがとうござい
ました︒

広報部

学年幹事会と総務会
ＰＴＡ役員さん方大集合！

