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この春に卒業する６年生の皆さんに、６年間で思い出に残った事、楽しかった事を書いてもらいました。

修学旅行、運動会、自分自身の成長、友達と過ごした時間など素敵な思い出を書いてくれました。

６年１組

秋津 秀羽 この１年は6年間で一番成長できました。みんなともっとがんばっていきたいです。
飯田 琴音 運動会のリレーでみんなとバトンパスを練習し、１、２位を取ることができてうれしかったです。

梅原 蓮士 運動会の選抜リレーで、100％の力を出して最後に１位をとった達成感が心に残っています。
遠藤 維颯 修学旅行で、エアパークがよかったです。空が好きなので展示が見られてよかったです。

大久保道暉 キャンプで仲間と過ごした時間は昨日のことのように覚えています。カレーの味は今でも忘れま

せん。

大城 遥斗 ぼくは、赤組が優勝できるように応援歌の「We are perfect human」を大きな声で歌いました。
片山 響希 自然体験教室で友達といっしょに、カレーを作ることができたのでうれしかったです。

北村 天音 自然体験教室の肝試しでみんなでおびえながら暗い道をライトで照らして歩いていくのが楽し

かったです。

櫻井百々花 休み時間になると同時にざわめき始めてうるさいと感じる時もあるけどそれも日常らしいと思い

ます。

佐藤 碧泉 運動会の南っ子カウボーイではクラス全員で一丸となって勝負に挑めたことが心に残っています。

菅田 心瑛 自然体験教室で、ちょっとしたハプニングが起きましたが、みんなで協力して最高の思い出がで

きました。

芹澤 祐紀 修学旅行は班のみんなと行動し、仲が深まり、仲間を大切にしながら楽しめました。

髙木 太朗 自然教室が一番の思い出です。カレー作り、ナイトハイク、このことは一生忘れません。

田畑 達朗 学級委員は何回も経験しましたが今年は１番成長したと思います。呼びかけがよくできました。

田村 柚花 修学旅行で、班のみんなとパルパルや動物園など色々な場所に行ってすてきな思い出をたくさ

ん作れました。

中井 翔亜 自然体験教室で班のみんなとカレーを食べたりナイトハイクをしたりしたことが思い出です。

長橋 怜央 修学旅行のパルパルで観覧車に乗りました。班の人とたくさん話をして楽しかったです。

平賀 翔馬 雨でびしょぬれになって行った運動会。係と競技で休けい無しだったけれどやり切りました。

三浦 真椰 ６年前期に経験した生活委員長。５年のころは出せなかった声を出せるようになりました。

三田萌絵奈 修学旅行の班別行動で、友達と一緒に遊園地や動物園に行ったことが思い出に残っています。

森野 悠斗 修学旅行で、動物園や匠宿などに行きました。友達とこういった場所に行くことがないのでいい思

い出になりました。

森野 夢叶 韮山では、班のみんなと協力しあい時間を見ながら行動できて仲が深まったのでよかったです。

山口 颯斗 運動委員長として、運動会で、ラジオ体操を失敗せず、おどり切ることができました。

山田 未悠 ６年間を通して一番テストができたのが６年生。これからも努力していきたいと思います。

和久田充来 修学旅行でとう芸を学び、初めて自分でお皿を作りました。できあがるのが楽しみです。

渡邉 虹 この６年間で自分より年下の子達と仲良くすることができました。仲良くしてくれた事に感謝です。

６年２組

井口 陸 僕はこの１年間で色々な事を良くも悪くも経験しました。人間関係等今後も学習したいです。

内田 実来 学校で友達としゃべることが大好きでした。友達はいつでも相談にのってくれるのでうれしいです。

大江丈一郎 運動会の選抜リレーが心に残っています。アンカーで最後の最後にぬかされてしまいとてもくやし

かったです。

大川由津輝 キャンプでカレーやご飯を作るのが大変でした。具材もたくさんあって切るのがつかれました。

小川 颯太 ぼくは６年生での運動会が心に残っています。運動会前にけがをしてしまったけれど、ちゃんと走り

きれました。

小川 悠月 ぼくは、６年になって自分から話せるようになり、関われる人がふえたことが思い出です。

木村 心夏 ６年間の中で一番好きな授業は音楽でした。みんなと合奏することが楽しかったです。

黒岩 幸歩 最後の運動会では、みんな練習をがんばっていどんだけれど、負けてしまってくやしかったです。

澤崎 充行 ぼくの一番の思い出は自然体験教室です。友達と協力して作ったカレーはとてもおいしかったです。

澤田 大維 ぼくの思い出は楽しかった自然体験教室です。自分達で作ったご飯やきもだめしは最高でした。

島崎 翔空 ぼくは修学旅行が心に残っています。友達とすごせた２日間は最高に楽しかったです。

杉村 侑輝 運動会の団体種目が思い出に残っています。どろどろになりもぎとった勝利は最高でした。

鈴木 陸翔 友達と外で遊んでいる時が思い出に残っています。その何気ない時間が、一番楽しく笑っていた時

間だと思います。

竹村 翔琉 ぼくの思い出は修学旅行です。やっぱり２日間の班行動が一番心に残りました。

永沼 結菜 最後の運動会で五年ぶりに復活した選抜リレーに出場できたことが思い出です。一生懸命走りまし

た。

日吉 結梨 私にとっての思い出は修学旅行です。友達とたくさん仲を深めることができ、楽しめました。

日 礼羅 私の思い出は友達と遊んだことです。大切な友情、思い出を手に入れる事ができました。

平賀 楓馬 一年生と遊んでいたら、いつの間にか名前で呼んでくれるようになりうれしかったです。

三須 姫生 私の思い出は運動会の選抜リレーです。最後の運動会で代表として出られてうれしかったです。

三田 裕都 ぼくの６年間での一番の思い出は、運動会です。南っ子カウボーイでは、全力を出せたと思います。

谷田部 釉 私は修学旅行が楽しかったです。ホテルで大人のお客様と同じように過ごせてうれしかったです。

山田 南実 私の思い出は、友達と過ごした毎日です。ケンカした事もあったけれど、今は全部いい思い出です。

山本 珠未 修学旅行が私の一番の思い出です。班のみんなと協力して楽しみました。色々な人に感謝です。

吉田奈瑠美 私の思い出は南っ子委員になったことです。運動会のとちゅうで雨がふっても、臨機応変な対応が

できました。

渡邉 真里 私は、この６年間で色々な人と遊び仲良くなりました。やっぱり友達っていいなと思いました。

６年３組

伊藤 龍星 自然体験教室で、竹のはしを作ったことが心に残っています。竹をけずるのが楽しかったです。



記者
木下 ・ 日吉

今年度広報紙「ひろば」の発行は、コロナ感染拡大の影響により年２回の発行のところ、後期１回のみの発行とな

りました。 様々な学校行事の変更や中止など、このコロナ禍の中では例年通りの学校行事を執り行う事が出来ま

せんでしたが、子供達の逞しく前向きな姿に取材を通して私達も励まされました。

最後に、記事作成に御協力下さいました先生方、広報委員メンバー並び広報委員会の皆様にお礼申し上げます。

ありがとうございました。

広報委員長 小森

広報副委員 内田

記者
杉山・福井

一年生、背筋がピン

と伸びています！

ソーシャルディスタンス

～給食、配膳で気を付けていること～

☆手洗い・うがい・消毒の徹底。

☆廊下での配膳、ソーシャルディスタ

ンス。

☆向かい合わせでなく、全員前を向い

食べる。

☆静かに食べる。（前年より）

児童、先生方の努力や気配りがた

くさん見られました。

おいしいね！

ボール２つのドッジボール

はスリル満点！

～仲良し遊び～

縦割りグループに分かれ、6年生が
遊びを運営しています。掃除も一緒

に頑張っている仲間との遊び、結束

が高まりますね。

低学年を引っ張ってくれる6年生、
頼もしいです！

８の字跳び、楽しそう！

笑顔で駆け回る子どもたちの姿に、

元気をもらった一日でした！！

牛乳パックは洗って

リサイクル！

下村伸枝 先生

10年前にも２年間南小でお世話
になりました。戻って来る事がで

きて嬉しいです。よろしくお願いし

ます。

加藤有紀子 先生

２回目の修南小です。よろしくお

願いします。温泉が大好きなの

で名湯ぞろいの修善寺温泉を沢

山巡りたいです。

橋本佳子 先生

年中バレーボール、冬はスノー

ボード。体を動かすことがすきで

す。よろしくお願いします。

古村圭 先生

たくさん寝ることとおいしいものを

食べることが大好きです。どんな

ときも笑顔いっぱいでがんばりま

す。

石川昭博 先生

トトロのような体型ですが７年前

にフルマラソンを3時間半で走り
ました。もう一度あの頃に戻りた

いです。

川井巳由 先生

専門の教科は理科です。子ど

もたちに負けないくらい元気

いっぱいにがんばります。よろ

しくお願いします。

土屋翔太郎 先生

子どもと遊ぶことが大好きです。

授業や行事、遊びなど様々な場

面で、子どもの良さを伸ばしてい

きます。

内田智彩 先生

ディズニーと旅行が趣味なので、

今年は少し歯がゆい思いです。

元気な南っ子との授業は日々

の楽しみです。

堀江盛雄 先生

教員になる前に情報処理の仕

事をしていたので、パソコンが

得意です。地域の三番叟を

やったことがあります。

コロナ渦の中、なかなか見ることのできない学校生活の様子を取材させていただきました。

本日の献立

背割れパン

ツナサラダ

シチュー

りんご 牛乳


