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～生活科「学校探検」より

～開校記念式

岸さんのお話をきいて～

ぼくは、きゅうしょくのささきせんせいにいんたびゅうをしました。しごとは、みんなのきゅうしょくをかんが
えることです。みつけたことは、ざるや、へらをみました。おうちのざるやへらより、おおきかったです。
１くみ まつなが

けいた

ぼくがおどろいたことは、今住んでいるところが谷や森だったということです。何年も工事をしたり、木を切っ
たりして「まち」となったのがすごいと思いました。昔のことをいろいろ教えてもらいました。
3 組 廣田 響

ぎじゅついんしつへいき、たいへんなしごとはなにかききました。といれそうじだそうです。きれいにつかいた
いです。おちゃのどうぐ、そうじき、もっぷ、びんやかんをすてるごみばこをみつけました。

昔は、大通りがなくて、山の中を通って神大付属に通っていたということにびっくりしました。この辺は、山ば

２くみ いがらし

まな

かりで、
「中ノ谷」
「信濃谷」というように名前に谷がつくところは、本当に谷だったということにもおどろきまし
た。とてもたくさんのことを知ることができました。

3組

伊藤 琴鈴

おんがくしつには、ぐらんどぴあのやもっきんがありました。もっきんをたたいてみたら ぽんぽんぽんとすごく
きれいなおとでした。たのしかったです。

３くみ わたなべ

まな

ぼくは、岸さんのお話を聞いて、森の台という地名は、台村町や寺山町といっしょにできた地名だと思っていま
したが、森の台が後にできたということを初めて知りました。森の台の地域のことをいろいろ教えてくださり、本

ほけんしつには、いちにちに 20 にんから 30 にんのひとがくるなんて、びっくりしました。けがをしているひ
とが、いっぱいいるんだなあと

おもいました。

４くみ たなか

3組

白川 諒

このは

わたしは、じむしつへいんたびゅうにいきました。くれよんやのりなどがありました。つかうひとのために、と
りよせてくれているということがわかりました。

当にありがとうございました。

５くみ ひらみつ

～横浜開港記念式を終えて～

ちえ
私は、横浜開港のクイズの発表で、良かったことが沢山あります。その中で、とてもよかったことが、横浜開港
のことがよく知れたこと、いろんな人と仲良くなれたことです。
私は、横浜開港記念式で、先生や地域の方がお話しているときも緊張していて、
「ちゃんとできるかな」など、思

～図工「土って気持ちがいい」の学習より～

っていたけど、「本番上手に出来て良かったな」「みんなはやれば出来るんだな」と実感することができました。
森の台小学校の先生に沢山ほめられて嬉しかったです。この学習で色々なことが知れたり、出来たりしたので、

図工の土あそびでは、山をつくって、あなをほって、足や手をうめ、ねっころがりました。あなは、うでがすっ

「これからもチャレンジ精神を忘れずに何事も頑張りたいな」と思いました。

３組

島田 ひかり

ぽり入るぐらいのふかさで、山のたかさは、だいたいうでの高さでした。二じゅうのトンネルもつくりました。体
いくぎはよごれたけど、たのしかったです。ひさしぶりに、すなばでおもいっきりあそんだので、気もちがいいと
思いました。

２組 ふせ

一ばんこころにのこっているのは、６ぱんぜんいんで山のごうていをつくったことです。どんなごうていかとい
うと、ウォータースライダーがあって、いえのよこにはプールがあります。手で下をほることは大へんでしたが、
たのしかったです。６ぱんみんなで、すめたらいいなぁとおもいました。

２組 中はた

～学びたいこと、がんばりたいこと～

はると

修学旅行に行って学びたいことは、富弘美術館で富弘さんがどうして口に筆を咥えて書いたのか、また、どん
なことを考えて書いていたのかです。

３組

野宮 由貴

こうが
小学校生活最後の水泳学習で頑張りたいことは、市水泳大会に出場するために一生懸命練習することです。昨
年は市水泳大会に出場することができず、悔しい思いをしました。だから、今年はその悔しさをばねにして練習

～道徳で「友だちっていいな」を学習し、クラス標語を作りました～

し、市水泳大会に出場します。

３組

村田 陽美

◎中山 真穂さん

３組は

ひとりじゃないよ みんないる

◎立花 俊祐さん

仲間とね

友と楽しく

◎佐治 泰羽さん

友だちは

しあわせはこぶ 小鳥かな

わたしは、西湖でカヌーに乗りました。はじめからあまり乗りたくありませんでした。ライフジャケットを着た

◎小野 太幹さん

４０人

みんななかよく さそい合う

時には、もう、家に帰りたくなってしまいました。思い切ってカヌーに乗ったのですがあっちこっちに行ってしま

◎金谷 来音さん

３組の

むげんに広がる 思いやり

い、なかなか前に進みませんでした。ほかのカヌーにぶつかってキャーキャー大きな声を出してさわぎました。こ

◎高橋 優奈さん

いい仲間

３組は

みんなきらきら しているね

～西湖宿泊体験学習を終えて～

わかったけど、とても楽しかったです。また、乗りたいです。

８組

山下 和奏

