
 

 

 

 

 

今月号は、1 年生から 6年生までの詩や作文などを掲載

しました。ご家庭での話題にしていただければ幸いです。 

 

最近のできごと         1年児童 

○おるす番 楽しくすごす お兄ちゃんと ○吉本で 

スッチーに あいました ○こわかった しらない人か

ら きた電話 ○金銀の玉で メダルを 700枚 ○引き

面で 一本がちだ 1 回戦 ○二重とび 練習したから 

とべました ○おばあちゃんと 作ったフェルト ふわ

ふわだ ○紙ねん土 赤いハートの マグネット ○ド

ッジボール うけるの楽しくなりました ○1 年生 がん

ばっている 漢字練習 ○友だちと外で遊ぶよ 大休け

い ○8 月に生まれた妹 ねがえりする ○英語だよ「真

夏の夜の夢」役 ○一発で「黒まめしば」がとれました 

○とべました ひとりで特訓 後ろ交さ ○最近は ス

ラスラできるよ プリントが ○たん生日 しらすごは

んで おめでとう ○寒すぎて 家の中で 冬眠だ  

 

チャレンジウォーク        2年児童 

チャレンジウォークをしました。そして、さいごにやっ

た宝石ハンターがとくにおもしろかったです。また、やり

たいと思いました。 

チャレンジウォーク        2年児童 

おみやげをもらってうれしかったです。くす玉ももらい

ました。チャレンジウォークで宝石ハンターと音楽をあて

るゲームをしました。おもしろかったです。 

   チャレンジウォーク        2年児童 

めちゃくちゃたのしかったです。いちばんたのしかった

のは、めいろです。ザリアルおばけやしきにいけなかった

けど、たのしかったです。 

   チャレンジウォーク        2年児童 

一ばんはじめに図書しつのお宝さがしをしました。つぎ

はランチルームでパズルをしました。そのつぎは、体いく

かんで、せかい一おもしろいをやりました。さいごは、ボ

ールをけって、てんすうをあてました。チャレンジウォー

クはすごくたのしかったです。 

 

   楽しかったよ、3年生！    3年児童 

 3年生には、楽しい思い出がいっぱいあります。 

 春の遠足では、アスレチックがおもしろかったです。

秋の遠足では、科学館でタッチングポーズをしておも

しろかったです。運動会では、ゴロゴロキャタピーを

して楽しかったです。そして、チャレンジウォークは

一番楽しかった行事です。5年生のお兄さんお姉さん

はとてもやさしく、6年生が作ってくれたのはけっ作

でした。 

   3年になってがんばった事   3年児童 

 わたしたちが 3年生になってがんばった事は、運動

会と言える言葉がふえたことです。運動会では、リレ

ーがはじめてだったので、とてもきんちょうしたけど、

一位だったので、とてもうれしかったです。ダンスは、

はじめは、お母さんやお父さんが見ていると思ってき

んちょうしたけど、おどっているうちに、きんちょう

がほぐれてうまくおどれて、とても安心しました。 

 あと、言える言葉がふえたことです。例えば、あり

の行列の「さえぎる」や「行く手」です。さえぎるの

意味は、石をおいて歩いているのを止めるという意味

だと知りました。 

 

   チャレンジウォーク     4年児童 

はじめに脱出ゲームにいきました。けい品にかさを

もらいました。次に、おばけやしきにいきました。思

ったよりすごくこわくてびっくりしました。ほかにも、

いろんな所にいって、ぜんぶいけなくても、すごく楽

しかったです。6 年生のみんなは、やさしかったし、

一つ一つのゲームをきちんとやっていて、わたしも、

もうすぐ 6年だから、やさしく、じょうずに作りたい

なと思いました。次は、5年なので、みんなをきちん

とひっぱっていけるようになりたいと思いました。 

   チャレンジウォーク     4年児童 

 いっぱい遊べて、すごく楽しか

ったし、自分も 6年になったらこ

んな物作るんや、こんなことする

んだと学べました。自分も 6年に

なったら、みんなが楽しんでくれ

平成 ２８年度 ３月 ４５０号 

学  校  通  信 

山東小学校 



るぐらい、おもしろいものを作りたいです。 

 

チャレンジウォーク        5年児童   

私が一番心に残ったのは、一番はじめにいった脱出ゲー

ムです。脱出ゲームは部屋の中にあるボールを見つけてボ

ールにかいている数字を書いて問題を解いてかぎをもら

って脱出するゲームです。ボールにはハズレもあってすご

くおもしろかったです。カギをもらった時はうれしかった

です。来年やってみたいです。 

   おもしろかったチャレンジウォーク  5年児童 

 6 年生が作ったゲームを 5年生がリーダーとして下級生

をゲームにつれていくのがチャレンジウォークです。一番

おもしろかったのが、ザ・リアルおばけやしきです。足を

つかまれたのが、ちょっとドキッとしました。あと、手が

でてきてこわかったです。1 年生のめんどうはたいへんだ

ったけど、リーダーとしてがんばれたと思います。 

 来年は、6 年生になるので、5 年生たちを楽しませたい

です。 

 

    雪               6年児童   

 朝、お父さんに、「外、雪でめっちゃつもってるで。」と

言われて、むりやりおこされました。それでもぼくは、テ

ンションがあがりませんでした。けど、30分に出て友達と

大きい雪だるまの下半身を作りました。みんなで雪がっせ

んと雪だるま作りをして、木についてる雪を友達にかけた

りして楽しかったです。だんだん、服がびっちょびちょに

なってきました。そして、ずっと遊んでいると遅こくしま

した。友達が「まだみんな歩いているからいいやろ。」と

言っていたからです。みんなすべって楽し

かったです。 

 

    ＜ 表 彰 ＞ 

○県下書初会 中央審査 

・準特選 1年 狩谷 乃愛  2年 田村 華 

・入選  1年 須佐 真己未 1年 西 愛瑠 

     1年 前田 彩里 3年 岡﨑 柚衣 

     4年 森 瑠輝也 6年 酒井 蒼 

     6年 田村 莉子 6年 西尾 彩花 

○和歌山市科学作品展 優秀 5年 坂本 悠樹 

○和歌山県学校美術展 優秀 4年 森 瑠輝也 

３月の学校行事予定表 

１ 水 大掃除、委員会、セーフティネットの日 

２ 木  

３ 金  

４ 土  

５ 日  

６ 月 育友会安全指導、引き落とし日 

７ 火 引き落とし予備日 

８ 水 
1 年つくし幼保園新入生との交流会

5限 5・6年授業、安全パトロール 

９ 木  

10 金  

11 土  

12 日  

13 月 スクールカウンセラー 

14 火  

15 水 
交通指導、お別れ式・卒業式予行 

5限 5・6年授業 

16 木  

17 金 卒業式準備（１～４年 13：10下校） 

18 土  

19 日  

20 月 春分の日 

21 火 お別れ式、卒業式 

22 水 5限 5年授業、安全パトロール 

23 木  

24 金 終業式 

25 土  

26 日  

27 月  

28 火  

29 水  

30 木  

31 金 離任式、新 6年机・椅子移動作業 

＜4月の主な行事予定＞ 

10日（月）新任式・始業式 11日（火）入学式 

18日（火）6年学力テスト  

21日（金）授業参観・懇談会・総会 


