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¶■田ヨ菅
全校児童アンケートモーて
平成22年1月実施 356人

その他 ピンク、水色、金と銀、虹色など

松せ、そう思いますか？
赤二校章が赤のとんぼだから。とても明るい
学校。明るく元気な子が多い。地域の人
の心の温かさ、やさしさ。
環：明るい心を持った人が．いっぱいいるから。
組：木・畑・芝生が多いから。
自然がいっぱい。
白：学校■餞舎に白が多い。明るい感じ。
オレンジ：タやけにとんぼが飛んでいるイメージ。
秋浮小に明るいイメージを持っている子とも
適が多いようです。

少数意見では
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夢翔 日光の けこんの滝は 畏かった

友達できた一年生

鹿野山 楽しかったよ 山登り

里奈 鹿野山 襟しかったな テント泊

哲

サッカーで ポール大会 優勝だ

芸至安芸
増糟 たくさんの

日光の 欒網薯は すごかった

旺

太田

寄山 楽しい周い出 いっぱいだ

大田贋責宋

月 幹 東照宮 すごいお等だ ぼくもほしい

萄彙

六年の 此馬丁絶叫行 よかったな
鹿野山 こわい誠で 盛り上がる

上磯

小野 詩織
小野 悠

小林

用い也を

小 向 佑 手 日光で 萎しい思い出 友達と
段■ 横
援校は 地域の人に 見守られ
欄
日光の けごんの霜は いい景色

穴濾

秋津祭りの

日光の 華厳の滝は 見とれたな

日 釈 撼 ありが与つ

十文事大嶋

幕末 前夜祭 事後の金管 ハブーーンク

姦しいことを ありがとう

日光の 思い出かなり 洩ってる

東白

儀作

初めての 條華旅行は 白光だ

昂野山 みんなウイウイ テント泊

幕佑 鹿野山

鴻

■
虐野山 三年凛続 開ふった
鸞苫 鹿野山 ナイトハイクが こわかった
稀︼ ビ オ ト ー プ き れ い な 水 に ホ タ ル 潔 い

大■ 日光は 居中汐すごい 呵だった

ありがとう

慮也 日光の 筆順の鶏は すごかった

いい恐い出を

大繹 秋津小 藁しい思い出 鹿野山

贋野山

抽衣 バスケット 負けたけれども くいはない
︷二 ビ オ ト ー プ き れ い に な っ て う れ し い な
あやめ 運動会 勝ちつつけてた 五年間

友だちと 思い出できた ありがとう
鹿野山 とてもつかれた 山登り

闊口

田上試
中村

題彗芸層正宗呂辱忘

邪気のない1年生の入学で薫を開けた21年度。何事もなく1年が終わって
ほしいという願い虚しく，台風による休校インフルエンザによる学年学級の閉
鎖川。それでも、皆が旨、1年分たくましくなったようで、嬉しい。
3月に現れたはずの6年生との運命的再会臥こうした思いをさらに固くする。
たった7ケ月で．子ともとはこうも変化するものなの机と再発見の毎日である。
6年生と−楢に卒業式を迎えることは大きな善びであり、最初で最後の糎裁
だろう。悪戯な神様の思いを想像しながら、最後の日に心から「おめでとう」と
言いたい。
武
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濱木 膚助

安宅紹里鸞

運動会 六年生で 初優勝

声嬢の中 かけぬける

最後の年に 白優勝

伊 吹 運動会 赤ではなくて 白謝った

慮大 六年で 初めて二組 赤に勝つ

円盤

轟田

色素

米づくり

白優勝

難しくできた

十年ぶりに

白勝利

ゆうしょうだ

禰恥会は

みんなでがんばり

十年ぶりの 白檀臆

六年最後の 白檀地

積贋広い あモペるな

みんなでそだてた こめのいね

清孝せんせい がんばった

濃襖の養護で 白檀勝

つ

斬好摩軍手

石井

伊藤 光鱒
伊鼻 儀花

今井礪之介

内山由禦住

明虞

江疇 光■
大山加奈子

北山

和■

将善

唇太

主弥

いろんな行事が 楽しいな

うれしいな

交流潔い 秋津小

力を合わせて 白檀勝

の

山田 芳美先生

6年生の皆さん．もうすぐ卒業ですね。6年間を振り返ると、きつといろい
ろなことがよみがえってくることでしょう。うれしかったことや菜しかったこと
はもちろん．感動したことやくやしかったことなど様々なできごとや思いが
君達の心を成長させてきたことでしょう。
この2年周臥君達のすてきな姿をたくさん見てきました。中でも5年生の市内吾
宴会。そして．6年生のサッカー大会。必死になってがんばる姿がすてさでした。
そんなすてきな皆さんに一宮。これから出会う世界にしり込みせず、自店
をもって飛び出していって下さい。

霜秋霜遷五事架運遅霜最慮玉が運運
野津軌軌年渾t 勤勤機動年ん恥動
り芸小会会生小金会童や盃生ば至盃

おいしくできて

の

鷺
尊書

二三i

のと

踊飛裟霜基空監
息増

由幾

サッカーで 勝った兄いで わすれない

運動東で 赤に勝つ
運動会 疇用賊大将 がんばった

六年の 運動会で 白が勝つ

この六年 やっと勝ったよ 運動会
かのう山 最後はみんなで ナイトハイク

滞勤怠 績習つみあげ 勝った白

等彗鶏薫慧霊更軍票

爛口定太郎

雷雲ヨ空若君彗林告
五年生 じょうずにできた 米づくり

ヽ

￣F可塑日

【握彗凹巨遍井桁 淳子先生

卒業、おめでとうございます。私が君達と一組こ過ごした時阻駄
たったの4ケ月でLhL釧ノ、私にとっては鼻重で密度の濃い4ヶ月
になりました。君達にとっても同じ￣nあれば良いと願っています。
これから先、いくつもの班が宅遠の前に立ちはだかるでしょ
う。そんなときは、前のことを思い出したり、友達と助け合ったりし
て乗り越えてくだ乱㌧時には迂回をしたり、休んだりするのも大
切です。
自分たちの可能性を信じて．一歩一歩前へ進みましょう。

運動会 応援団長 がんばった

◎

l関根龍太郎先生l

津島

栗色二地域との関わりが多いから（6年）
灰色：混ぜたら灰色になりそうだから（1年）
白：青い空、フリーダム！日！（4年）
念と艶：きらきら光っているから☆☆（4年）
胃：屋上で青の空を一面見わたせるから（5年）
偲：学校のおはけやしきが楽しいから（2年）
水色：秋津小学校は大きな舶みたいだから
（2年）
持：海が近くて潮風がふいてるから（3年）
あかね色：とても夕焼け空がきれいだから
（先生）
お手さんの学校のイメージは伺色か、聞い
てみてください。

久先生

6年生の皆さん、卒業おめでとうござい
・ます。皆さんとは2年間一緒でした机 い
ろいろなことが属い出として心に残ってい
ます。特に、一緒に行った鹿野山セカンド
スクールはとても楽しい思い出です。5年
生の時の市内古楽会ではすぼらしい歌声を
響かせました。卒業式ではりつばな穀度で
卒業生を送ることができました。6年生に
なってからは、学佼の代表としての活躍が
ありました。委眉会活動の中心となった
り．学校行事の運営に力を発揮したり、地
域の方々との連携や協力に実力もしまし
た。また．各種スポーツ大会での健闘ぶり
はすばらしいものでした。中でもサッカー
では優勝の栄冠に輝きました。本当にこの1
年間は皆さんの壬害っている力を充分に出し
切った1年でした。秋津小学校で学んだこ
と、経臆したことを生かして中学校でも全力
を出してがんばってください。自分の夢を持
ち、コツコツ努力を浣けることは大変なこと
ですが、「継続は力なリ」ということばがあ
ります。努力を積み重ねてください。秋津
小学校でがんばった皆さんならきっと夢を
実現できると思います。私達＃員一同いつ
も皆さんを見守っていきたいと思います。
またい心から応採しています。

蒜蒜してか余した。
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圧ヨ松元富士吉先生

tEl佐藤沙耶香先生

4年生の組合等習は、例年秋津幼稚園
との交諾己を行っています。1学死は、鮎で
一縄に選んだり．おもちゃ作りをしたりし
て、顔や名前を覚え、親密度を深めていき
ました。2学期は、4年生と年長■年少さん
で「ももたるうJのオペレッタ劃リ1こ挑戦し
ました。脚本・替え歌・踊り・漂奏等4年生が
考え、まず自分たちで濁じて．幼楷園児に
遁易し．その後園児と合況し、兵に創って
いくという活動を5j易面力行いました。2ヶ
月半かけて完成し、12月178には、楓l
体育館で保護者の方々にその成果を波題
できました。

伸び盛りの亨とも建ヨに日に成長して

初めての盗合釣な学習の野魔に「秋澤ば

いきます。全校遠足では2年生の手をひ

か面選りJを地域の師匠に戟見てもらいまし

き、年長者としての白覚と輿は感が芽生え
たことでしょう。清掃工榎見学では、変軌こ

た，ばか面罷りも今年で9年巨となり．掌紋の
伝統として定着しました。

学ぶ姿勢に菰員の方からおほめの言葉を
いただきました。初めてのセカンドスクー

亨とも漣は「師匠のように上手に周りた
い」、師匠注はr伝記のぼか面通りをパレード

ル、全員で行くことができず残念でしたが、
準備から一生懸念に取り頼み一人ひとり

で上手に調って鎚しい」、教師達は「防玉や4
年生澤とふれ合い、学び合い、人との閤わU

の自信となりました。このような成長は毎
日菜しく元気に過ごしてきたからこそと思
います。そして白々三毛く感じていたのは、ど

を大仁にして貧しい」という三者の最いが1
つになり．莞しく学習し、すぼらしいパレード
を捜選できました。

四白鳥

の学年にも負けないパワーです。5年生で

また、ばか面濁りに萄する白分遣の課題を

も．このパワーで秋津小をひっぼっていっ
てくれることを鮎待しています。

楼逼塞や寸範ビデか写勇を住いわかりやす
く莞表していて立派でしたぅ

了先生

今年度を振り返り、一番印轟深く心に
残っていることは、秋津心学佼十数年ぶり
となる市内サッカー大会の優勝である。大
会が整わった謁の率直な感想は、嬉しさや
達成感よりも「安堵」と重現した方が良
かった。秋津小は、児童数が少ない分．教
師数が少ないのが現萌である。そのため．
体育主任である私臥監督であり、会場整
備係、そして審判まで2試合行っていたの
だ。その疲労感を吹き飛ばしてくれたの
が，手とも送の勝利を琶遁した一生懸命な
衣猪だった。大会と．それに向けての衰胃
をする中で、一つでも感じるものが、亨ども
の中にあれば、監督として光栄です。

邸金子千恵子先生
21年度を振り返った時、何より子ども三重
の成長を恩いうかべます。私は，ありがた
いことに、昨年受け持たせていただいた4
年生と【終に、5年の選任へと遣殺させて
いただきましたぅ中学年から高学年へと．
亨どもが大きく成長する時其巳を共に過ご
してきました。今年から加わった委員会で
の露任ある奉仕活動や．学校行事を行う
上での準備や後片付けの仕事等、様々な
場面で5年生として．立派に活躍できたの
ではないがと想います。来年度、5年生に
とって暗愚後の1年になりますが、悪高学
年として、娠謹小の大きな推進力になり、
評く主役に成長してほしいと思います。

学校や手とも達の様字を見遣に感じられる．
帽等を持って漫しく弼んでいただける■記事作り
を目指し、取り組んできました。
広報誌おもしろかったよ亨どもが何度も読ん
でいたよ等の声をいただいたり、また快く原稿の
伎頴を空けて下さった先生方、保護毒の方．地頚
の方々に支見られ、1年間講動する夢ができまし
た。訂良一同心よりお礼申し上げます。ありがとう

EEl北濃

圧 須澤 裕二先生

千寿先生

秋津小へ果てから．？いもので1年がた
とうとしています。「うわ〜校庭広い
な−。」前の掌裏交の3倍ぐらいの広さの校
庭。琉浬小の亨ども遠はなんて幸せなん
だろうと思います。たくさん体を動かして、
心身共にたくましい亨になって故しいで
す。さて．3年1組の手ども運、休み時間に
は猥跳び、サッカー√1翫象マラソンなど、
元気いっぱい運動しています。令は、2月3
日に行われる秋津っ亨祭りに向けて、お寒
さんに宮んでもらえるよう、みんなでカを
合わせて頑蛋っている所です。
4年生へ向けて、更にクラスの団窓力を
高めていきます。

1年間を振り返つ乞
〜先生方tCお開きしました〜

出会いと驚きの1年 【巫ヨ山口 喜弘先生
秋津小に着任してからのこの1年間は、保護者並びに地域の皆さんに支えられ過
ごした日々でした。元気な子ども遠，盛ん奄PTA完動と地域のサークル活軌。学校
を支還してくださる様々な方々との出会い。一つひとつガ願書であり愚勤でした。
学習活動では6年生を中心に、4・5年生のセカンドスクールや校外学習の引率、
各行事等を通し一裏引こ学ぶことができました。気持ちよく楽しい1年間でした。
来年度払今年を世に更に充実を包りたいと患います。

田成田 英志先生 63】古川 和江先生

【三ヨ杉山裕美子先生

4月9己の入学式が、ついこの間のよう
です。まもなく卒業式を迎えますが、1年の
速さをつくづく感じています。
さて、年度初めの4月から10月頃まで、
雨の日以外は毎日草刈りに追われ校庭
の広い矧l様やリガいがあります。成合
内では、トイレの聖の汚れが巨立つので．
ペンキを巌策して塗っています。今年度は
3鷹トイレ6ヶ所をS†西通りに塗る事がで
きました。また秋津小には8月を除いて月
に1回グノーン運動があり地域の方々5〜
6名と草取りや草花を纏えたり秋津小をき
れいにしたいという思いで一緒に作業を
しています。

年を重ねる毎に1年の過ぎるのが遠く
感じられます。例えば小学校の6年間。子
とも遠の1年生から6年生への成長には
目を見≡長るものがありますね。白身の1年
間絵と言うと・・・、あまり変わりばえがしな
い気がします。
でも、仕事をしている上父上．毎年目標を
持って、少しでも変わろう‡変えようという
努力をしなければなりません。私通、夢濃雪
の義貞臥匝産教育に携わる事はありませ
んが、掌紋教育に伐る事tこ広く野与してい
ます。亨とも淫の璽がな育ちを支援するた
め．自分の立項でできる事を考え、少しずつ
でも成長していきたいと毘います。

秋剃小の亨ども達はよく食べるなという
のが第一印象でしたっ給金を作る方として
は．食べてくれるとうれしいもので、もっと
おいしい給金を食べさせたい．お昼を心待
ちにするような単五を立てたいという気持
ちのヨ々でした。
手とも達の元気パワーをもらっての1年
間、感諸の気埼ちでいっt乱lです。

lB高田

聡先生

lEl香取

初江先生

矧こ軒割＝残っていることは、4月に見
た手ども遠の不安そうな日です。それもそ
のはず、小学校生活の全て翻めてのこと
なのに、それに加え目の前に立っているの
は更の先生。緊張と不安と少しの期待が
入り交じったあの呂は忘れられません。
しかし、日が靂つにつれて手とも遠の表
情がやわらぎ、明るく優しい横手が見られ
るようになりましたっそんな1年2媚の亨た
ちと1年間過ごしてきて、手どものrカ」、
吸収力や諾用力のすごさに発かされる毎
日でした。また、亨とも達の粟重さや熊枠
さが臨しく．ツルツルな実額に癒されてい
た1年でした。

†年生になってできるようになったこと
はと聞くと「綴り上がり繰り下がりのある
計算ができるようになった」「字が上手に
なったJ「漢字をたくさん覚えた」「逆上が
りができるようになった」「友達がいっぱい
できた」・・・と答えが返ってきます。
1年生にとって何もかもが初めての吏鰯
です。様々な行象等閂に一箪懸命取り組
み．その都度大きく成長してさました。1年
間の成最は告を見逼るものがあります。そ
の大きな成長と思いがけないハプニング
を見ることができるのが、1年生を担任す
る禁しみでもあります。

l望ヨ藤森裕美子先生

ED木津

康夫先生

早いもので、元気いっぱいの2年生と
出会って、もうすく1年が過ぎようとして
います。
2年生は、読み・書き・計芦を中心とした
等首鼠学習の仕方．生活面において、基
礎・基本を身につける増野と考え、重消し
てきました。手ども謹【￡毎巳の掌雷を適し
て、新たなことをどんどん吸収しています。
さらに、小さな成功を重ねることで自信を
つけています。
2年生全員が芙頭で3年生へ遭親し、立
派な中学年になることを願っています。そ
のために、残りの3学問で2年生のまとめ
を手ども道と一縄に褐一杯頑張ります。

そこで．常にr手とも護にとって」という
ことを念頭に、精一杯支援をしてきました。

E王ヨ冨田 瑞穂先生

E≡≡王El古川恵美先生

今年はとにガ＜新型インフルエンザにふ
り回された年でした。
ニュースでも大きな道畏になりましたが、
新しい病気が世界中tこ広がるまで放ヶ月し
かかからないという事を実感し、恐ろしく思
いました。メキシコやアメリカで流行してか
ら5ケ月護には訣別lでも感染者が出たの
ですから。
奪い遇い毒性はないとわかりましたが．
はらはらさせられる巳々が続きました，
今後も新しい病気の流行は起きないとは
限りません。予防のためには、日頃から体力
をつけ病気への妻ら抗力を高めていくしかな
いのではと考えさせられた1年でした。

元気いっぱいで選施してきた2年生と出
会って．1年が過ぎようとしています。
2年生は学習面でも生活面でも身につ
けなければならない寒弓荘・基本がたくさん
あります。また、やった分だけ白倍と意欲を
もつことができる璽期でもあります。

亨とも達は、種々の活動に一生懸命取
り組む中で一人一人がたくましく成長し
ました。
残りの月日で2年生のまとめをしっかりと
行い、立派な3年生に選組させたいと思っ
ています。

例年ですと、毎年15も位の4年生が大
田してくれるのですが、今年は何と23名
も入ってくれ全紡で52名の金啓バンド
です。
そのため、うれしL伎囁とともに、足りな
い楽器を市内の学校から惰り，やっと一人
ひとりに菜器が行きわたったのが5月でし
た。渇望の禁憩にはなかなかなれません
が．毘粟筆に決まった家畜を大切にし．日々
闘早くからがんばっています。
貴重なたてわUの仲間でパート預習す
ることで菜層の上達だけでなく．通庸し
合ったUなど、人との閉わりも学んでいて、
いつも見ていてかわいい子ども遠です。

