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久保 奈緒美
六年前︑小さかった子どもたちが
たくましく成長し︑小学校を卒業す
る時がきました︒
この一年苦しいコロナ禍の中で︑
今まで通りの行事もできず最上級生
として悔しい思いをしているのでは
ないかと心配していましたが︑今ま
で通りの笑顔と前向きさに︑親とし
て心救われ︑同時に子どもたちの成
長を実感した時でもありました︒
まだまだ苦しい時が続きますが︑
新しくスタートをきる子どもたちが︑
安心して新生活を迎えられる様︑親
としてサポートしていきたいと思い
ます︒

卒業

発行責任者
PTA 会長 隈元 眞一

卒業おめでとう

六年保護者

肝付 千恵美

期待と不安を胸に入学してから六
年︒いよいよ卒業です︒
はじめてのことに戸惑ったり迷った
りした時︑先生や友達に支えられ乗り
越え成長できたことに感謝です︒
これから先もっと大きな壁にぶつか
ることもあると思うけど︑いつもそば
で応援しています︒
がんばれ︒卒業おめでとう︒

卒業するみんなへ
六年一組

未来に羽ばたけ
六年二組

中屋敷 淳

鯵坂 徹郎

串小に来て最初に担任したこどもたち︒君たち
と過ごした一年間は︑先生にとっても大切な思い
出です︒
﹁未来の君は今の君の頑張りにきっと感謝する﹂
これまでもみなさんに話してきた言葉です︒
一度きりしかない人生︒色々なことに積極的に
チャレンジして︑輝かしい未来に向かって大いに
羽ばたいてください︒
いつまでも応援しています︒

担任

今︑みなさんと過ごしたこの 年
1 を振り返ると︑
コロナ禍で様々な活動が制限される中︑楽しく元
気に生活できました︒みなさんの笑顔で元気づき
ました︒
小学校という世界からの旅立ちのとき︑大きな
翼を広げ飛び立ってください︒これから先は︑泣
いたり︑怒ったり︑悩んだりするころがあるけど︑
最後は︑満面の笑顔で終わりたいですね︒君たち
一人ひとりの無限の可能性を思う存分発揮し︑人
生の主人公となってほしいです︒
﹁やる気﹂﹁元気﹂﹁根気﹂

担任

担任

𦚰 俊子

﹁今日一日生きることは︑一歩進むことでありたい
﹂繰り返してきた言葉です︒
毎朝︑あいさつ運動やボランティア活動に始ま
り︑授業︑休み時間 ……
そんな場面でも一生懸命
で笑顔で過ごしたみんなの顔が浮かんできます︒
ランドセルや制服は小さくなりましたね︒でも︑
体や心︑友情︑そして﹁夢﹂は大きくなり︑輝く
未来に近づいていることでしょう︒
﹁一歩一歩の積み重ね﹂
﹁一念一念の積み重ね﹂
積み重ねの果てに︑自分らしく輝く花を咲かせて
ほしいと願っています︒

六年三組

自分らしく輝く未来に

担任の先生からのメッセージ
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体育集会
大井 春

僕にとって体育集会は︑小学校生活
の最後のイベントでした︒
でも多くの種目がなかったことが
ショックでした︒最後の運動会がこん
なことになるとは思っていなかったの
でびっくりです︒
本来なら︑みんなで盛り上がって
ワーワー言いながら︑競技したり応援
したりと︑楽しかったなとなっていた
はずが︑そうはいかなかったことがと
ても残念でした︒
昨年までの運動会とはちがい︑大き
な声をだせず︑拍手だけの応援や︑自
分の競技以外はマスクを着けての見学
はちょっときつかったです︒
でも︑短距離走と学級対抗リレーが
あっただけでも︑よかったと思います︒
学級対抗リレーでは︑朝や昼休みの
練習を続け︑一組はみんなが心を一つ
にしてバトンをつなぎ︑一位と四位を
取ることができたことがいちばんうれ
しかったです︒

六年一組

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
予防として︑従来開催してきました運動
会については今年度は中止し︑代わりに︑
児童の集会活動として﹁運動集会﹂を実
施しました︒︒

体育集会
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ふるかわ けい

がんばったかけっこ
一年二組
十一月九日︑小学せいになっ
てはじめてのたいいくしゅうか
いがありました︒そうぞうして
いたうんどうかいとは︑すこし
ちがいましたが︑さいごまでが
んばることができました︒
一番がんばったことは︑かけっ
こです︒ぼくは︑いつもれんしゅ
うでは︑二ばんだったので︑く
やしいおもいをしていました︒
だから︑ほんばんでは︑じぶ
んのちからを出しきって︑一番
になれてうれしかったです︒
らいねんは︑もっとおおくの
人にかっこいいところを見せた
いです︒
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六年三組

沖野 靖生

ぼくが今年の行事で一番楽しみにしていた
修学旅行︒コロナが流行し︑県内旅行で行わ
れた︒
一泊二日はあまりにも短くあっという間に
過ぎた︒友達との楽しいおしゃべり︑食べき
れないほどの夕食︒どれを思い出しても笑顔
になる︒
平和会館では命の尊さを学び︑今のこの平
和な世の中は決してあたり前ではないと改め
て感じた︒
色々な行事が中止になる中で︑楽しかった
二日間は最高の思い出だ︒

修学旅行

修学旅行

小牧 亜衣里

コロナ禍での修学旅行
六年二組

﹁やったー修学旅行にいけるー﹂
飛び上がるくらいうれしかった︒
初めての修学旅行は熊本県にいくと楽し
みにしていました︒
でも︑コロナで修学旅行は行けないかも？
と︑ずっと不安な気持ちでいました︒
しかし鹿児島県内めぐりの一泊二日の修
学旅行に行くことが出来て︑本当に良かっ
たです︒
楽しい思い出になりました︒

宿泊学習
宿泊学習の思い出
五年一組

吉武 慈珠

十二月二日と三日に宿泊学習がありま
した︒
一日目は︑オリエンテーリングでした︒
みんなで高得点を目指して時間内にゴー
ルをするというものでした︒つかれたけ
ど︑とても楽しかったです︒
二日目は︑カヌーでした︑川の水は冷
たくて手がいたくなったけど︑みんなで
協力してカヌーをこいでたくさんの自然
も見れたのでとても楽しかったです︒

持久走大会
持久走大会
三年一組

沖野 光希

﹁今年こそは︑後かいしないようにがんばっ
て走るね︒﹂
と︑お母さんと約束してむかえた持久走大
会︒
わたしは毎年きつくなるとあきらめてし
まっていたので︑今年はさい後まで全力で
走ろうと決めていました︒
練習もまじめにして本番︒と中でつまず
いてじゅん番は下がったけれど気持ちは
すっきりでした︒
来年またがんばります︒

国料建設さん（一年三組保護者）が、ボランティアで
持久走コースの路面砕石舗装補修作業をしてください
ました。
きれいになったコースを、子どもたちが力いっぱい走っ
ていました。
安全に大会を開催できました。
ありがとうございました。
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四年保護者

山内 加代子

ランドセルがとても大きく
感じた一年生が︑今ではたく
さんの教科書や道具を抱えて
元気に帰ってくる姿をいつも
嬉しく思います︒
どんな時でも親は子供の元
気な姿で元気をもらえます︒
これから先︑色々な経験をし
ますが︑どんな時も前を向い
て頑張ってください︒

しらいし あやの

読み聞かせグループ花さき山によるお話会
がありました︒
絵本の読み聞かせや︑パネルシアター︑人
形劇などバラエティに富んだ内容でした︒
人形劇は︑青鬼の優しさに胸が﹁じーん ｣
となりました︒
子供たちも笑ったり︑考えたり楽しい時間
でした︒

お礼の手紙

二年二組

わたしは絵本がおもしろかったです︒
わたしは花さき山がだいすきです︒
なぜかというと︑いつもえほんをよんでく
れるからです︒あと︑おもしろいからです︒
本当にありがとうございます︒

読み聞かせグループ花さき山によるお話会

歳を

10

半成人式を迎えて

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

日髙 絹枝

日髙 妙和

私は︑四月で五年生になります︒一年
生の時は︑あまり友達ができなかったけ
れど︑だんだんと友達が増えてきて︑今
では学校に行くのがとても楽しいです︒
大人になるまで︑あと十年です︒私の
将来の夢は︑漫画家になる事です︒絵を
描くのが大好きで︑上手く描けたときが
一番うれしいです︒もっともっと上手く
描けるように︑夢に向かって頑張ります︒
小学生でいられるのも︑あと二年です︒
たくさんの楽しい思い出を作っていきた
いです︒

四年二組

大人になるまであと十年

孫が十才になり︑一緒に暮らして感じ
ていることを述べたいと思います︒
我子三人を育てる頃は︑仕事をしなが
ら︑子育ても半分で至らない面も多かっ
たと思います︒
情報化社会の今︑子供達もそれを選択
して受け入れ︑私の知らないことでも知
識があって︑教えてもらったりしていま
す︒
日々︑進歩する世の中で︑大人が子供
達の行動に常に目を向けて共に考えて︑
行動できたら︑お互いに思いやりを持ち︑
明るい大人に成長してほしいです︒

四年児童祖母

半成人を迎えて

半成人式
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フェスティバル

フェスティバル

おがわ はるま

フェスティバルでいろんなお店に行きました︒一年生のとき
はわからなかったけど︑二年生になったら買いものもお店もわ
かって楽しかったです︒
ぼくは︑やきそばとわたあめときめつのぴょんうさぎを二つと
えんぴつを買いました︒
ぼくはくじやさんをしました︒おきゃくさんに﹁いらっしゃ
いませ﹂と言って︑来てくれたのがうれしかったです︒
来年は︑おべんとうやさんをしたいです︒

二年二組

毎年︑二年生が一年生を招待し︑生活科の時間に作ったおもちゃで一緒に遊びながら交流を図っ
ています︒今年度はコロナ感染対策で︑二年生だけでの実施となりました︒
各教室に︑生活科の時間に作ったおもちゃやゲームのお店を開き︑互いにお店の人やお客さん
になって︑二年生みんなで楽しい時間を過ごしました︒

小川 颯万

まずお買い物したこと︒二年二組ではしゃてきやさんに行っ
たりくじびきやさんに行ったりしました︒
二年四組では︑ハンバーガーとわたあめがおいしそうだった
ので買いました︒
とても楽しかったです︒
ぼくのおみせやさんはくじやさんです︒
ぼくのしごとは﹁いらっしゃいませ﹂を言うことです︒
がんばったことは︑いらっしゃいませを言って︑ともだちが
来てくれてとてもうれしかったです︒
来年はポップコーンやさんをしたいです︒

二年三組

フェスティバル
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四年二組

榎並 志帆

鹿児島県作文コンクール

おおぞの こはな

あそんでほしいだけなのに
一年一組

わたしには︑おにいちゃんがふたりいます︒こ
うこう一ねんせいのはるちゃんと︑ちゅうがく三
ねんせいのゆうちゃんです︒
わたしは︑ゆうちゃんがきらいです︒どっかいっ
ちゃえとおもいます︒だって︑いじわるばっかり
するからです︒あそんでほしくてそばにいくと︑
﹁あっちいけ︒じゃま︒﹂
といって︑でこぴんをしてきます︒
わたしは︑くやしくてちからいっぱいうでをつ
ねります︒そうするとゆうちゃんは︑わたしをう
しろからつかんで︑ぽいっとソファーになげます︒
わたしは︑テレビでみたかいじゅうみたいにわあ
わあなきました︒ぷんぷんになりながらおかあさ
んにはなしにいったら︑
﹁おにいちゃんはべんきょうしているから︑じゃ
ましないよ︒﹂
と︑いわれました︒
ゆうちゃんは︑らいねんこうこうせいにへん
しんするためにべんきょうをしています︒ぜんぜ
んあそんでくれないので︑じゃましたくなります︒
でも︑ゆうちゃんは︑
おにとてんぐががったいしたみたいにおこりま
す︒﹁あそんでほしいだけなのに︒﹂あたまがばく
はつして︑もっとじゃまをしたくなります︒はる
にいちゃんも︑
﹁こはなちゃん︑じゃましないよ︒﹂
と︑ゆうちゃんのみかたをします︒
﹁もう︑ゆうちゃんなんかだいっきらい︒﹂と︑わ
たしがいじけると︑おとうさんとおかあさんは︑

﹁ゆうにいちゃんが︑こはながうまれていちばん
よろこんだんだよ︒えほんもたくさんよんでくれ
たよ︒おもちゃもかってあげるためにちょきんも
してたよ︒ゆうにいちゃんが︑いちばんやさしい
んだよ︒﹂
と︑いつもいいます︒
﹁まさか︒うそでしょ︒﹂としんじられません︒
八がつに︑はじめてのなつやすみがきました︒
しゅくだいがなんまいもでました︒わたしは︑さ
んすうのけいさんがにがてで︑はんぶんなきなが
らやっていました︒
おとうさんもおかあさんも︑じぶんでがんばり
なさいといっててつだってくれません︒ひっくり
かえってないていると︑ゆうちゃんが︑
﹁はいはい︒てつだってあげるから︒どれどれ︒﹂
といってよこにすわり︑さいごまでおしえてくれ
ました︒そして︑けいさんがとくいになるように︑
もんだいもつくってくれました︒たくさんまるも
してくれました︒ちょっととくいになったような
きもちになって︑うれしくなりました︒ひきざん
のあんざんきょうそうもして︑タイムもはかって
くれました︒たのしくて︑ふたりで︑
﹁わはは︒﹂
とわらいました︒わたしは︑うれしくて︑ゆうちゃ
んに︑
﹁ありがとう︒﹂
といって︑ぎゅうっとだきつきました︒ゆうちゃ
んは︑
﹁うるさい︒あっちいけ︒﹂
とにこにこして︑わたしにやさしくでこぴんをし
ました︒
けんかばかりだけど︑だいすきなわたしのゆう
にいちゃんです︒

鹿児島県作文コンクールには︑毎年県内各地の多くの学校から多数の素晴らしい作品が寄せられます︒
その中で︑学校・地区・県段階の審査を経て特選に選ばれた作品です︒
文集﹁かごしま﹂にも掲載されています︒

軸屋 理仁
四年一組
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子どもの広場

