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感謝でいっぱいの六年間

六年保護者

思い起こせば六年前の入学説明会︒
学校が大好きなほの︑友達にも恵
川内の保育園に通っていて友達もい
まれ︑毎朝元気に登校して︑
なかった二人︒体験入学では泣いて ﹁今日も楽しかったぁ﹂
離れようとしなかった姿を懐かしく
と学校でのあれこれを話してくれる
思い出します︒
ので︑安心して見守ることができま
あの日から︑あっという間の六年
した︒
間︒先生方やたくさん出来た友達に
六年間で経験したことであなたが
支えられ楽しく学校生活を送り︑忘
できています︒うれしい時に一緒に
れられない思い出もたくさんできま
喜んでくれる人︑落ち込んだ時や悲
したね︒
しい時に声をかけてくれる人が︑た
四月から中学生︒新しい環境に戸
くさんいます︒まわりの方々に支え
惑うこともあるだろうけど︑今まで
られていることを忘れずに︑自分た
学んだ事や出会いを大切にし︑夢に
ちもそんな存在でいられるように︑
向かって頑張ってほしいと思います︒ 感謝の気持ちを大切に︑これからも
いつでも応援しています︒卒業おめ
一緒に成長していきましょう︒
でとう︒

六年保護者

卒業おめでとう

（令和 4 年 1 月 11 日現在）

担任

輝く未来へ羽ばたけ
六年一組
みんなと過ごしたこの一年間は︑先生に
とっても大切な思い出ばかりです︒そして
何度もみなさんの笑顔で元気ももらいまし
た︒
これから先は︑泣いたり怒ったり︑時に
は悩んだりすることがあるけど︑最後は満
面の笑顔で終われるよう︑君たち一人ひと
りの無限の可能性を思う存分発揮して︑人
生の主人公となってほしいです︒
﹁やる気﹂﹁元気﹂﹁根気﹂の気持ちを忘れ
ないように︒
輝く未来へ向かって大いに羽ばたいてく
ださい︒応援しています︒

中屋敷 淳

担任

六年生のみなさん︑卒業おめでとうござい
ます︒この一年︑最高学年として串小をよく
引っ張ってくれました︒そしてみんなと過ご
せた時間は︑先生にとってかけがえのない宝
物です︒
さて︑四月からはいよいよ中学生ですね︒
小学生で培ったものを大切にしながら︑自分
の夢に向かってまっすぐに進んでいってくだ
さい︒
これから先︑途中で壁にぶつかることもあ
ると思いますが︑あなたたちなら大丈夫︒自
分を信じて 前向きに乗り越えてい くこ と を
願っています︒いつまでも応援しています︒

六年二組

卒業おめでとう

担任の先生からのメッセージ
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担任

卒業おめでとう

六年三組

松元 ひかり

六年生のみなさん︑卒業おめでとうご
ざいます︒
﹁頼り頼られスマイルあふれる仲良く元
気な六の三﹂を学級目標に掲げてから
あっという間の一年でした︒三組のいい
ところを聞くと﹁仲がいいところ﹂と返っ
てくる︑そんなクラスの担任ができてと
ても幸せでした︒
小学校生活︑たくさんの人に出会い︑
支えられてきた六年間だったと思いま
す︒感謝の気持ちを忘れず︑一人一人の
縁をこれからも大切にしてください︒
みなさんの活躍を心から楽しみにして
います︒

感謝の大切さ
六年一組
修学旅行をみんなで楽しめた
のは︑いろんな人のおかげだと
思います︒
まず感謝したいのは︑先生方
です︒修学旅行のいろいろな準
備をしてくれて︑みんなと楽し
く過ごせました︒
次にバスガイドさんです︒修
学旅行で︑向かうところの説明
を分かりやすく教えてもらい︑
向かった場所が︑どういところ
かが分かりました︒
そして︑最後は︑家族のみん
なです︒修学旅行のお金を出し
て︑修学旅行に行かせてくれた
からです︒修学旅行に行って友
達とより仲良くなれました︒
修学旅行をみんなで楽しめた
のは︑いろんな人のおかげです︒
ありがとございました︒

満園 智輝

修学旅行
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三宅 利磨

修学旅行の思い出
六年二組

桑原もえ

修学旅行の思い出
六年三組

ぼくが修学旅行で一番印象に
私が六年間で一番楽しみにし
残っているのは︑ホテルで友達と
ていた修学旅行に行きました︒
過ごした時間です︒
印象に残っているのは︑最初
部屋で︑趣味や好きなものの話
に学んだ戦争のことです︒知覧
をしたり︑トランプをしたりして
特攻平和会館に行って︑戦争の
普段しない貴重な経験をしました︒ 話や亡くなった人たちが残した
修学旅行でいっそう友達との仲が
遺書を見ました︒遺書を見て私
良くなりました︒宿泊学習とはま
は﹁死﹂という言葉が怖くなり
た違った発見や新たな体験があり
ました︒
ました︒
今︑私たちが平和に生きてい
今回︑修学旅行に行かせてくれ
られることに感謝しようとそう
た親への感謝を忘れないようにし
思いました︒また︑友達と動物
たいです︒本当に六年間で最高の
園に行ったことも思い出の一つ
思い出となりました︒
です︒グループのみんなと一緒
に話し合いながら行動すること
が出来ました︒一緒に行動する
中で今までよりも仲が深まった
と思います︒
とても充実した修学旅行でし
た︒修学旅行に行けたのは両親
のおかげなので︑しっかりと感
謝の気持ちを伝えたいです︒

十六位

かく正 じ羽

西田 也人

じきゅうそう大会の朝
﹁今できる一生けんめいでがんばれ︒﹂
と父が言いました︒
はしる前までは︑おぼえていたけど︑スター
トの合図でわすれてしまいました︒じゅん位
は︑一年生のときよりおそい十六位でした︒
それでも父と母は︑
﹁がんばったね︒﹂
と言ってくれました︒もうちょっと頑張れば
よかったと思いました︒
三年生になったら今どこそ本気で走ろうと
思います︒

二年一組

ぼくのじきゅうそう大会のかんそうは︑
きょ年は︑一年生のとき︑じきゅうそう大
会は︑三十一いだったけど︑二年生になると︑
三十いになりました︒でもれんしゅうの時
二十七いだったのでじゅんいを︑見た時
ちょっと︑ざんねんでした︒でも一年生の
時のじゅんいをこせてよかったです︒
お父さんと︑お母さんが︑見に来てくれ
たけど一生けんめいだったので気づけませ
んでした︒

二年三組

じきゅうそう大会

持久走大会
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持久走大会
六年一組

前畑 颯汰

思うように走れなかった持久走大会で
した︒今日の持久走大会ではいつもと比
べておそくなったようにも感じましたし︑
速くなったようにも感じました︒ぼくは
一年ぶりの持久走大会であり︑最初は走
れるのかも心配なくらいでした︒ですが︑
練習をしていくにつれて︑だんだん体力
もついてきて︑自信が出てきました︒でも︑
本番では試走の倍ほどつかれた気もしま
す︒
目標の順位の十二位にはとどかなか っ
たけど︑自分なりにがんばれたのでよかっ
たです︒

吉永 麗央

なわとび大会

なわとび大会

四年一組

今年のなわとび大会は︑これまでより
練習をたくさんしなかったので︑一番悪
い結果になってとてもくやしかったです︒
その中でもとくに交差とびが上手にで
きなかったのでざんねんな気持ちになり
ました︒なので︑次の大会では︑ベスト
なパフォーマンスができるように毎日こ
つこつと練習をしていきたいです︒

米澤 冬真

がんばったなわとび大会

四年三組

なわとび大会がありました︒全部で四
つの種目でした︒ぼくは一つもクリアす
ることができませんでした︒朝早くに学
校に行って練習をしたりしていたのでく
やしかったです︒
そして︑チャレンジ種目では少しだけ
こうさとびができました︒それは︑少し
うれしかったです︒
来年は︑もっと上手にとべるようにな
りたいです︒

白石 真生

半成人式は︑成人の

四年二組

感謝と祈りを込めて

分の

誕生から早十年︒無事に半成人を迎えました︒
これまで︑そしてこれからも︑子どもの人生に
携わる全ての方々︑そして︑私の人生に多くの
﹁喜怒哀楽﹂という彩りを与えてくれる我が子
に︑感謝の気持ちでいっぱいです︒
昨今︑コロナ禍で行事の縮小や行動制限のた
め︑何度も涙を呑んでいる子どもたち︒これか
ら先︑嬉し涙の多い人生を送ってくれることを
祈るばかりです︒

四年保護者

2

白石 しずか

ぼくは︑あと十年したら成人を迎えます︒
ぼくの将来の夢は︑サッカー選手です︒その
ために努力をたくさんして︑夢がかなうよう
にがんばります︒
そして色々な人にそんけいされるような大
人になりたいです︒そのためにも︑自分自身
にみがきをかけようと思います︒
小学生でいられるのもあと二年しかなので︑
思い出や友達をもっとふやしたいです︒

成人に向けて

半成人式
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の年齢である
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大人のステップ

四年三組

田中 凛

田中 一恵

凛が生まれて十年︑私達が親になって十年︑
色々と節目となる半成人式︒
コロナで色々と我慢することが多い中で丁寧
な子育てができていませんが︑今日まですくす
くと元気に成長していることに感謝しています︒
これからも色々な試練がいっぱいあると思う
けど︑今頑張っていることが今以上に大きくし
てくれる︒一緒に大人のステップを楽しもうね︒

四年保護者

大人になるまであと十年︒みんなと別れるの
は少しさびしい︒でも︑いつかまたあえると信
じて大人になる︒
しょう来のゆめは︑保育士︒今の自分では︑
人に声をかけるのがむずかしい︒だから今から
たくさんのど力をしていく︒それには︑まず早
ね早起きができるようになる︒それから︑自分
から先にだれにでもいつでもどこでも声をかけ
られるようにしたい︒

子どもでいる時間

歳を迎えたことを記念して行われる行事です︒

10

戸川 陽菜

クラブ活動見学
うれしかったこと
三年一組

西田 律

クラブ活動を見に行きました︒
私は友だちといっしょに手げいぶに
入ってみたいです︒
いろんなところを見たけど︑三つ入
りたいのがありました︒一つ目はバト
ミントン︒二つ目はスライムを作って
いたところ︑手げいぶです︒見れてう
れしかったです︒

クラブ活動見学
三年一組
クラブの見学に行きました︒
とても楽しそうなのがいっぱいあ
りました︒一ばん入りたいのはパソ
コン︑ソフトです︒

宮前 皇汰

中学校に行く前は︑ドキドキ
して不安になった︒実際に行っ
てみると︑知っている先輩を教
室で見かけてうれしかった︒
算数の授業をして︑﹁難しいか
なー︒﹂と思っていたけど︑出来
たので楽しかった︒先生方も︑
みんな優しかったので︑不安が
なくなった︒
中学校では︑二分前行動と話
があったので︑守りたいと思う︒

六年一組

中学校乗り入れ授業

小学生が中学校で授業を受けることによって，中学校入学への不安を取り除き，意欲を持って
中学校へ入学しようとする心情を育てます。

小園 香梨奈

中学校乗り入れ授業
六年二組

十二月一日︑中学校乗り入れ
授業がありました︒私は西中学
校に行き︑国語の授業を体験し
たり︑生徒会のみなさんが作っ
てくれた動画を見たり︑校内を
少し見て周って︑乗り入れ授業
で分からないことや不安だった
ことがわかって︑中学校に上が
るのが少し楽しみになりました︒
先生や先輩方も優しそうで安
心しました︒中学は︑小学校と
は違うので︑忘れ物をしないと
か背筋とか小さいことに気をつ
けていきたいです︒残り三ケ月︑
中学校に上がれるように頑張り
たいです︒

ＰＴＡ活動

隈元眞一

コロナ禍のＰＴＡ活動

ＰＴＡ会長

本年度ＰＴＡ会長の隈元眞一です︒今年
で三年目を務めさせていただいています︒
私が二年目に新型コロナウィルスが世界
中に拡大し私達の生活や習慣が大きく変わ
りました︒
ＰＴＡ活動や学校行事等の縮小を余儀な
くされました︒学校現場では︑先生方や生
徒達も非常に不自由を強いられました︒し
かし︑日々は待ってくれないもので︑我々
ＰＴＡも試行錯誤しながら活動してまいり
ました︒今年も ％ではないですが︑安心︑
安全に過ごせる学校環境を担保できる様に
前進してまいります︒
今後も会員の皆様と共に協力して活動し
てまいります︒
引き続きＰＴＡ活動へのご協力よろしく
お願いいたします︒
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中学校乗り入れ授業

串木野小学校で読み聞か
せ活動をされている﹁花さ
き山﹂さんが︑全国優良読
書活動グループ表彰を受け
ました︒
子どもたちも毎回楽しみ
にしています︒
新聞で表彰の記事が紹介
されて︑その記事をみた子
どもたちも感想を寄せてく
れました︒

四年一組

森薗 さくら

わたしは︑この記事を見た時︑串木野小学校で読み聞か
せをしてくれている花さき山さんだと思いました︒自分の
かよっている小学校が新聞にのっていたのでうれしかった
です︒文章を読むと花さき山さんが全国で表彰されてすご
いなと思いました︒わたしも︑毎月の読み聞かせとお話会
を楽しみにしています︒これからもずっと花さき山が続い
ていけばいいなと思います︒

森薗 美由紀

どくしょゆうびん

本の紹介が絵と文字で︑ハガキいっ
ぱいに書いてある︑心がこもった力
作です︒
相手のことを考えて書いてあると
思うと︑ほほえましいです︒
配達も図書委員さんのお仕事です︒
手紙を書くことが少なくなった現
在ですが︑読書ゆうびんにあたたか
いぬくもりをもらうことができまし
た︒
子どもさんの読書ゆうびんを︑ぜ
ひみせてもらってください︒

宮之原 湊人

ぞうがいろんなところにいろをぬっていました︒
ぞうは︑とらにくれよんをあげていました︒

一年二組

気になるニュースはこれ！「一月六日南日本新聞」

「花さき山」全国優良読書活動グループ表彰
【保護者からのひとこと】
保護者名

自分の小学校が新聞に載っていて︑とてもうれしかった
ようです︒めずらしく新聞を読む姿がありました︒花さき
山さんの読み聞かせを毎月楽しみにしている様です︒
保護者としてはとてもありがたいです︒

ぼくのくれよん
読んだ本の名前
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四年二組

四年二組

餅原 優輝

肝付 陽香

五年三組

榎並 志帆

森をまもることは 地球を守ること
緑のダムは守り神

平石 心愛

重留 悠 杜

編集後記

今年度︑二回目のＰＴＡ新
聞いちょうを発行することが
できました︒原稿依頼を快く
引き受けて下さった方々︑広
報部員さんありがとうござい
ました︒
新聞作成をとおして︑学校
生活や︑子どもたち︑保護者
の皆様の思いを身近に感じる
ことができ︑嬉しく思います︒
更に︑文字やイラスト︑写真
等が紙面として出来上がった
ものをみると﹁良かったな﹂
とほっとします︒いちょう新
聞は色々な人に支えられて出
来ています︒ＰＴＡ活動をとお
して︑今まで知らなかったこ
とを知ることができ︑自分に
とってもいい経験となりまし
た︒ありがとうございました︒
広報部 木之下

ホームページでも
情報発信中！

http://kushikino-pta.net/

森山 佳音
五年三組

最優秀賞

こどもの広場
五年三組

五年三組

鹿児島地域植樹祭テーマ
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