
PTAバザー H29.6.17（土）　山城小学校体育館

すべては子供達の笑顔（^o^）のために！� PTA会長　小野　将徳
日頃より、PTA活動に御理解と御協力をいただき本当にありがとうございます。
山城小学校は、創立130周年を迎えた伝統校であり、県下一の大規模校で豊かな農地が広がる
広域学区です。児童一人ひとりの学習・通学環境なども大きく異なるため、安心・安全な小学校
生活を維持し継続するためには、多種多様で且つ迅速な対応が求められています。
最近では、想像もつかない事件や事故が多く、子供達を取り巻く環境が急変するリスクといつ
も隣合わせです。忘れがちになってしまう、“何事も無い日常のありがたさ”を痛感させられる哀
しい出来事も増えています。そんななか、子供達の笑顔を絶やさない日々こそが、PTA活動の意

義だと感じています。子供は家庭だけで育つものではなく、学校だけで教育を受けるものでもありません。家庭と学校と
地域の中で、山城小の学校教育目標の通り“やさしく、かしこく、たくましく”育ってもらうため、それぞれの立場で、出
来ることを出し合いながら活動していきたいと思います。地域の皆様にも、常に子供達のことを大切に考えた、温かいご
支援をいただいています。一保護者としても本当に感謝しています。
小学校生活の日々において風通しの良い環境が構築できれば、子供達が元気に成長する喜びを身近で感じ、ともに分か
ちあうことができる貴重な時間になるものと確信しています。子供にとって、親の姿が見えることで、より安心した日々
を送ることができると思います。見ず知らずだった大人達が、愛する我が子を通じて、今、同じ時間を共有しているのも
何かの“縁”だと感じています。子供達の笑顔のために、ぱっと（P）、楽しく（T）、集まれる（A）仲間が増え、積極的
に参加していただけることを楽しみにしています。
早いもので今年度も折り返しに近づいていますが、引き続きよろしくお願い致します。
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PTA活動の一大イベント、“山城小PTAバザー”が盛大に開催されました。子供、保護者に加え、地域の方も含め多
くの皆様にご来場いただきました。わずか１時間30分の開場時間でしたが、150名におよぶ保護者と先生のサポート
をいただき、1000名を超える来場者にも関わらず、安全に、楽しく、多くの収益をあげることができました。収益
金は子供達のために活用させていただきます。またバザー品や給食用冷凍デザート品の販売だけでなく、子供達のた
めのストラックアウトなどのゲームコーナーも盛況で、冷たいラムネは暑い日だったこともあり400本が完売しまし
た。次年度も、PTA役員を中心に、子供達と楽しめる企画運営を行っていきたいと思います。
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孟母三遷� 校　長　長谷川　彰
この言葉は、紀元前の中国の儒学者である孟子（もうし）に関係しています。
孟子は幼少の頃、墓地のすぐ近くに住んでいました。そのため、よく葬式ごっこをして遊んで
いたそうです。その姿を見て、孟子の母は、「ここはあの子が住むにはふさわしくない所だ。」と
考えて別の場所に引っ越しました。
そこは、市場の近くでした。孟子は、商人のまねをして商売ごっこをして遊んだそうです。そ
れを見て、孟子の母は、「ここもあの子が住むにはよくない所だ。」と言って再び引っ越しました。
今度は学校の近くでした。孟子は、勤勉な学生たちを見ながら、礼儀作法の真似事をして遊ぶ

ようになったそうです。孟子の母は、「ここならあの子にぴったりだ。」と言って、その地に腰を落着けることにしたそう
です。孟子が学問を志すようになり、母は安心しました。やがて孟子は成長し、六経を学び、後に儒家を代表する人物と
なりました。

〜　列　女　伝　〜
史実かどうかは不明ですが、「孟母三遷（もうぼさんせん）」とは、「幼い頃の教育には環境が大切である」という教えです。
まさか今の時代、孟子のように何回も引っ越しをするというわけにはいきません。逆に、教育の機会均等ということで、
日本全国どこの地でも同じ水準の教育を受けることができると法律では定められています。
地区の環境はもちろん、広くなったグランドやエアコンの設置された教室等、学校施設・設備の点で、山城小学校は、次
第に改善されているといえます。
しかし教育は、こういった物理的環境（ハード面）の整備だけでなく、内容的環境（ソフト面）での対応も重要になっ
てきます。
次期学習指導要領の内容が公表され、山城小学校では、「主体的・対話的で深い学び」に向けて、教職員一同日々授業研
究を重ねております。
本校の教育活動をさらに理解していただくために、今後も学校からより多くの情報発信を行い、保護者や地域の方々に
ご協力をお願いしていこうと思っております。学校・家庭・地域が一体となり、本校及び取り巻く教育環境をさらにすば
らしいものにしていくことができればと考えております。

内藤幹夫（分校）　竜澤規之教頭　長谷川彰校長　泉晋一教頭　白井薫主幹教諭　宮川美恵子
横内博美　岡田里美　輿水智美　若月春江　古屋智恵子　島田美紀　武市美紀　（右下）土屋有子

田中京子　雨宮美紀　小林めぐみ
今津　司　山坂浩子

教務❷

小澤勇司　村松千枝子　遠藤たか子　前田幸恵
	 （ひまわり）	 （たけのこ）	（なでしこ）

特別支援

（上段左から）望月志津子（5組）　小田切善和（1組）　江頭友希（3組）
　　　　　　鷹野　薫（2組）　勝野陽子（6組）（下段）鈴木亮二（4組）

５年

（左から）岡　稔（1組）　壬生朋宏（2組）　鈴木真佐子（3組）
　　　　五味正樹（4組）　石橋美樹（5組）

６年

窪田美沙（2組）　穴水多実子（5組）　中山　輝（4組）
猪股まゆみ（3組）　井筒晴美（1組）

３年

（左から）長田美紀（2組）　樋口千栄（1組）　中国直人（3組）
　　　　清水郁実（5組）　日向伶之（4組）

４年

井澤映里子（2組）		雨宮多美（3組）		中村理香（6組）		三枝	幸（1組）
赤松ゆうみ（4組）　幡野満美（5組）

１年

遠藤美奈（4組）　赤嶺美保（2組）　石川恵理子（5組）
中込かおり（6組）　芦澤みはる（3組）　樋川淑恵（1組）

２年

教務❶
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6年1組 6年2組 6年3組 6年4組 6年5組

大仏は　思った以上に　でかかった	 真拓
二日目の　シーパラダイスが　おもしろい	 響貴
鎌倉は　おいしい物が　いっぱいだ	 昂
鎌倉で　たくさん買った　おみやげを	 啓太
おみくじを　たくさん引いて　無駄遣い	 和也
ホテルでの　食事はすごく　うまかった	 大和
エミオンは　部屋が広くて　楽しいな	 透和
エミオンで　みんなと一緒に　遊んだよ	 壮馬
ディズニーで　ドナルド買ったら　高かった	 遼弥
大きすぎ　中に入れる　大仏だ	 琉偉
モントレで　帽子なくして　怒られる	 智生
シーパラで　イルカのショーが　すごかった	 克樹
五〇二　みんなで集まり　UNOをする	 武尊
長谷寺で　水かけ地蔵に　水かけた	 碧人
モントレで　階段きつくて　息きれた	 秀哉
イルカのショー	ジャンプ高過ぎ	すごかった	 幸史郎
鎌倉で　電車に乗れて　うれしいな	 大輝
シーパラで　イルカのジャンプ　大迫力	 蒼太

明月院　あじさいきれい　満開だ	 優菜
三日目の　ディズニーランド　楽しいな	 沙彩
ディズニーで　エッグたくさん　見つけたよ	圭都
まくら投げ　意外な一面　発見だ	 咲姫
プーさんの　グッズたくさん　買っちゃた	 優里亜
シーパラで　きれいな魚　見に行った	 麻愛
アトラクション　並んでいたら　故障した	 美柚
夢の国　ビックサンダー　また乗りたい	 友楓
二日目の　夜十一時　はいちゃった	 心那
ホテルでは　トランプをして　二連敗	 ゆき
長谷寺で　お守り買えた　うれしいな	 真愛
シーパラの　シロイルカの声　びっくりだ	 愛結
鎌倉で　みんなで学んだ　円覚寺	 梨桜
坂道の　亀ヶ谷坂は　つかれたよ	 夏奈
ディズニーで　ホーンテッドが　怖かった	 心
ディズニーで　たくさん写真　とったんだ	 綾乃

スプラッシュ　冷たい水が　かかったぜ	 拓夢
ディズニーで　チームでけんか　仲直り	 稟太郎
鎌倉の　ソフトクリーム　うまかった	 永輔
鎌倉で　腹切りやぐら　こわかった〉	 暁斗
スプラッシュ　一番前で　超ぬれた	 慧太朗
ホテルでの　人狼ゲームは　簡単だ	 偉月
ディズニーの　ビッグサンダー　楽しいな	 裕二
高徳院　大仏でかくて　びっくりだ	 俊輔
ディズニーで　川下りして　ぬれちゃった	 慶介
鎌倉で　たくさん買えた　お土産を	 隼斗
ディズニーで　ジャングルクルーズ　楽しいな	 凛
手を挙げて　風を感じた　大雷山	 拓真
汽車乗って　岩山の中　かけぬけた	 輝星
ディズニーで　山を走った　コースター	 太藏
バスレクで　みんなワイワイ　楽しいな	 涼雅
ディズニーで　ビッグサンダー　こわくない	 航
ディズニーで　友達はぐれ　探したよ	 都季
一日目　バスよいしたが　まあよいか	 航希

大仏が　大きくてね　びっくりだ	 浩美
施設では　ルールを守って　安全に	 愛莉朱
鎌倉で　歴史が学べた　すごかった	 愛実
江ノ電で　人がたくさん　乗れないよ	 朱里
エミオンで　めちゃ盛り上がって　最高だ	 未渚
最高の　思い出づくり　成功だ	 歩姫
ディズニーで　はしゃぎすぎて　疲れたよ	 真美
鎌倉で　歴史を学んだ　すてきだな	 美好
初めての　ディズニー楽しく　もう一度	 春花
楽しいな　大仏でかい　すばらしい	 聖奈
おみくじで　学問の神　大吉だ	 結稀
鶴岡　階段長い　ビックリだ	 華梨
鎌倉の　長谷寺にある　撫仏（なでぼとけ）	 百花
友達と　いっぱい遊んだ　夢の国	 花乃香
銭洗い　までの坂が　大変だ	 咲樹
友達と　たくさん笑った　三日間	 楓菜
ディズニーの　アトラクションが　楽しいな	 星那

鎌倉で　佐助稲荷に　きつねいた	 希藍
源氏山　すずんでいたら　リスがいた	 利修
ディズニーで	ビッグサンダー	きょうふだな	（小）翔也
長谷寺の　なごみくじ引き　大吉だ	 （倉）翔也
急ぎ足　時間を守り　楽しんだ	 楓
鎌倉で　いっぱい学習　楽しいな	 圭悟
長谷寺で　なごみ地蔵で　いやされる	 佑介
バイキング　いっぱい食べて　腹痛だ	 哲芯
おお鐘の　階段つらい　円覚寺	 （角）愛斗
鎌倉で　大仏見たよ　でかすぎる	 修也
夢の国　ディズニーランド　こんにちは	 竜也
鎌倉の　ビリビリペンは　おどろいた	 璃夢
大仏を　見られる場所で　お弁当	 友揮
鎌倉で　おみやげたくさん　買いすぎた	 雅輝
またあした　思いで作ろう　友達と	 晴都
ふるさとを　はなれて学ぶ　さみしいな	（村）愛斗
鎌倉の　小町通りは　楽しいな	 太希
急こうか　シャワーあびたよ　スプラッシュ	 左京

鎌倉で　お金を洗った　弁財天	 悠
思い出は　忘れられない　宝物	 有沙
ダメなこと　バルーン持ってきて　おこられた	 萌
リスがいる　源氏山の木　かわいいな	 七海
寺めぐり　おみくじ買って　小吉か	 琉那
大仏を　下から見たら　目が合った	 日菜
白イルカ　プルプルしてて　きもちいい	 優心
鎌倉の　大仏見てから　出発だ	 奏音
鎌倉で　みんなでアイス　冷たいな	 （戸）美羽
長谷寺の　あじさい見たよ　きれいだな	 彩音
シーパラで　イルカのショーを　見たかった	（成）美羽
鎌倉の　キンキンアイス　最高だ	 瑚々奈
バスレクは　思い出づくりだ　楽しんだ	 あやの
きれいだな　明月院で　アジサイを	 （深）美羽
街中は　すごくきれいだ　横浜の	 春奈
楽しんで　学んだ歴史　鎌倉の	 愛美
ディズニーで　みんなぬれた　アトラクション	 桜楽

八景島　イルカのジャンプ　水しぶき	 映光
鎌倉で　みんなできずな　深めたよ	 来空
鎌倉で　おみくじ引いたら　凶だった	 陽平
八景島　イルカにさわった　うれしいな	 琉生
赤色の　東京タワー　大きいな	 颯士
鎌倉の　大きな大仏　びっくりだ	 翔
タワーにて　つきぬけ床が　おもしろい	 正太郎
明月院　アジサイとても　美しい	 大晄
鎌倉で　お金いっぱい　きえていく	 力斗
ドナルドの　めでたいかんげい　今何歳？	 修斗
ディズニーで　カヌーに乗って　楽しいな	 蒼大
部屋の中　みんなでしようよ　まくら投げ	 音刻
ディズニーは　きずな深まる　夢の国	 遥平
鎌倉で　お金を洗って　金運アップ	 晴
旅行前　調べ学習　忙しい	 七輝
海の生き物　楽しくふれあい　いい気分	 海人
東京の　三三三が　そびえ立つ	 詩太
頼朝公　墓でもあえて　うれしいな	 太一

ディズニー　まほうの国に　いざ出発	 アユミ
ディズニーで　たくさん買い物　大変だ	 舞桜
鎌倉で　アジサイみたよ　カラフルな	 結葉
夢の国　いっぱい乗れた　アトラクション	 奈音
楽しいな　しあわせ空間　ディズニーだ	 彩央依
シーパラで　イルカのジャンプ　きれいだな	 夏葵
長谷寺の　きれいなアジサイ　宝石みたい	 奏美
エミオンで　まくらを投げ合い　チョー楽しい
	 菜杏
楽しくて　また行きたいよ　夢の国	 みつ貴
最後の日　ディズニーランド　夢だった	 万凜
シロイルカ　ふわふわしてて　かわいいな	 遙菜
鎌倉や　大仏　佐助　歴史あり	 葵
ディズニーで　時が止まれば　いいのにな	 有紗
鎌倉で　大仏さまが　笑ってる	 杏莉
佐助稲荷　とりいがたくさん　おどろいた	 玲奈
水族館　かわいい動物　おでむかえ	 明星

トラブルも　いっぱいあったけど　楽しかった	 雄大
シーパラで　初めて会った　シロイルカ	 颯太
鎌倉だ　寺をまわって　散策だ	 優之介
シーパラで　たくさん見たぞ　魚たち	 睦実
大仏は　高く大きく　ビックリだ	 拓海
鎌倉で　トラブルあって　つかれたよ	 晴仁
ディズニーで　初絶叫　楽しかった	 隼人
ディズニーで　なくしたカメラ　見つかった	 颯真
おみくじで　引いたらなんと　凶だった	 葵
鎌倉で　円覚寺にいた　エンマ様	 晴嶺
鎌倉で　大仏見たよ　大きいな	 晃
鎌倉の　歴史あふれる　街並みが	 太智
大仏は　本で見たより　でかかった	 黎光
鎌倉で　洗ったお金　宝物	 瑞樹
スプラッシュ　水につっこみ　超爽快	 大晴
思い出が　たくさんつまった　賢二郎	 賢二郎
旅行記に　思い出書こう　おのおのの	 大陸
展望台　高みの見物　東京タワー	 慶太

鎌倉で　いろいろ行って　つかれたよ	 菜々子
よく遊び　きずな深まる　ディズニーで	（石）結菜
あじさいが　とてもきれいな　明月院	 栞
鎌倉で　みんなで協力　がんばろう	 桜
みんなとの　思い出たくさん　つくったよ	 あずみ
修学旅行　みんなで楽しく　学べたね	 璃留
まぶしいな　東京タワー　空高く	 柚花
生き物と　いっぱいふれあい　楽しいな	 叶
東京タワー　高くて下が　見られない	 惺菜
鳩サブレ　家族に十個　買いました	 栞奈
鎌倉で　楽しい思い出　つくれたよ	 柚那
大仏が　でかくてビックリ　おどろいた	 愛梨
大仏を下からジロリ　目が合った	 香里奈
バスレクで　頭を使い　酔いました	 ゆず季
銭洗い　お金洗うと　倍になる	 沙香
鎌倉の　小町通りで　お買い物	 （望）結菜
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ドキドキワクワクナイト追跡
� 1組　酒井　崇太
「ヒャー」　懐中電灯一本で夜の森の中を歩く
ナイト追跡。と中で先生がおどろかしてきて腰
が抜けてしまった。風で葉がゆれ「カサカサ」
と音がし、何とも言えない怖さ。スリル満点の
ナイト追跡だった。

楽しかったナイト追跡
� 2組　中野　陽太
一番楽しかったことはナイト追跡です。ぼく
はリーダーだったので、みんなが安全に楽しめ
るように、約束やルールについて話し合いを重
ね準備をしました。子どもだけで暗やみを歩く
ことは初めてなので、とてもわくわくしました。
真っ暗やみの思い出は大人になっても忘れられ
ません。

林間学校の感想
� 3組　水上　斗偉
ぼくは、林間学校へ行って良かったと思いま
す。まず、みんなといっしょにいて、すごく楽
しかったです。そしてたくさんのことを学べま
した。協力すること、あきらめないこと、いろ
いろなことを学びました。
最後に、大切なことは、楽しむことと、学ん

だことを日常生活に生かすことだと思います。

思い出に残った林間学校
� 1組　小野　桜愛
わたしが、一番思い出に残ったことは、実行
委員としてがんばったということです。ロング
休みや昼休みを使い実行委員会に参加し、話合
いやセリフの練習をしました。大変だったけれ
ど、より思い出に残る楽しい林間学校になりま
した。

成長するために必要なこと
� 2組　上野　彩香
林間学校で楽しかったことは、協力して乗り
こえた冒険ハイクです。一人ではできないこと
も、力を合わせることでクリアすることができ
ました。絆を深めることの良さ、時間を大切に
すること、あきらめずにチャレンジすることの
大切さなど、学んだことを自分の成長に役立て
たいと思います。

心を一つに協力し合った林間学校
� 3組　鈴木　沙也香
わたしは、林間学校で安全に、ルールを守り、
たくさんの事を学んでこれて、とても良かった
と思いました。その中でも、みんなで協力でき
た事が一番良かったと思います。林間学校は大
成功でした。それは、198人全員が心を一つに
協力し合えたからだと思います。
林間学校で学んだ事をこれからの生活で生か
していきたいです。

楽しかった冒険ハイク
� 4組　滝沢　日菜
わたしが、林間学校の中で、一番心に残った
のは、冒険ハイクでした。とくに、ケーブルサ
ーキットが楽しかったです。かごをなわで引っ
ぱったり、かごに乗って下へおりたりして楽し
かったです。次に楽しかったのは暗夜行路です。
周りが何も見えなくて少しこわかったけれど、
ロープをたどっていくのが楽しかったです。

テーマ達成！僕達の林間学校
� 5組　有泉　咲耶
ぼくが思い出に残ったのは二つあります。一
つ目は仲間と協力してアスレチックをクリアし
ていく冒険ハイクです。ケーブルサーキットが
一番楽しかったです。二つ目は実行委員をがん
ばったことです。集会の司会をしたり、原案を
考え、大変でしたが、がんばったかいがあり、
テーマを達成でき思い出がたくさんできました。

がんばった野外炊事
� 6組　中山　昇誠
二日目。ぼくががんばったのは、野外炊事の
ご飯係です。いろいろむずかしかったけれど、
みんなで協力し、おいしいご飯が作れて良かっ
たです。みんなも「おいしい。」と言ってくれ
て良かったです。「また食べたいな。」と思いま
した。いっぱいおかわりをしました。みんなで
作ったカレーは、とてもおいしくて、「がんば
ったな。」と思いました。

林間学校を振り返って
� 4組　長田　夢來
わたしは、林間学校の活動を通してたくさん
のことを学びました。絵図ハイクでは、一つだ
けしかない地図をみんなで確認し話し合うこと
で、ゴールできました。冒険ハイクでは、力を
合わせることで、どんな困難も乗りこえられま
した。ナイト追跡では、みんなで一つの目標を
持って行動することでこわさを忘れることがで
きました。絆が深まった林間学校でした。

絆が深まった林間学校
� 5組　小野寺　陽帆
わたしはこの林間学校を通して仲間との絆が
深まりました。一日目は班のみんなで協力し山
登りをしたり、夜の森を歩いたりしました。二
日目は班のみんなで協力しカレーをつくりまし
た。わたしはお米を六合たきました。すごくお
いしくできていてうれしかったです。

がんばった冒険ハイク
� 6組　土屋　愛海
冒険ハイクでいろいろなアスレチックがあり
ました。みんなで力を合わせた「友情のウォー
ル」。みんなで大きな声を出した「ヤッホーの
丘」。できない人がいた時には応えんしました。
そして、わたしたちが一番最後にゴールしまし
た。ゴールできたのは、みんなで協力したから
です。これからもみんなで協力していきたいで
す。

H29.5.23（火）～5.24（水）
山梨県立八ヶ岳少年自然の家

H29.6.14（水）
山城小学校体育館

今年も連合音楽会が開催されました。南１ブロック５校（中道北小・中道南小・駿台甲府小・大里小・山城小）による
発表が行われました。
山城小４年生は、合唱『Story』、合奏『情熱大陸』を発表しました。講評では、長谷川校長先生から、合唱のハーモニ

ーの素晴らしさや合奏における拍の取り方など、162名の息の合った発表を褒めていただきました。

私は大太鼓を演奏しました。練習の時によく皮がむけてしま
い大変でした。でも、みんなが力を合わせて成功したのでうれ
しいです。
	 1組　大塚　空遼

わたしが連合音楽会で大変だったことは、合唱です。わたし
はソプラノパートだったので、声の調整がうまくいかず、高す
ぎたりひくすぎたりしました。でも本番ではうまくいってよか
ったです。
	 2組　藥袋　　杏

わたしは、ピアニカ①をたん当しました。楽器を上にあげて
ふくので、うでがいたくてと中でさがってしまいました。ミソ
ラ・ラシドを強くふいてくださいと言われたところも練習では、
あまり強くふけなくて、そこを強くふけばよかったなと思う時
もありました。でも、本番では強くふけたのでうれしかったで
す。	 3組　小林　花蓮

情熱大陸はとてもむずかしく大変でしたが、みんなでがんば
りました。本番は上手に演奏ができたのでよかったです。
	 4組　三枝　蒼空

ぼくは、連合音楽会で歌のパートリーダーになりました。ぼ
くは、毎日ひくいアルトの声をみがきあげていました。本番当
日は、思い通りに歌えたのでよかったです。	5組　河野　修大

５年生

5 1年 組

5 4年 組

5 2年 組

5 5年 組

5 3年 組

5 6年 組

林間学 校

児童の感想

音楽会連合
４年生

（6） （7）



町探検ワクワク
ドキドキ

H29.5.16（火）、
22（月）、23（火）
山城地区

◉保護者アンケート◉
•�みんなで協力して目的地を回ることができた達成感を味わうことができて良か
ったのではないかと思います。
•�他校よりも探検範囲が広く３日間に渡り学習できるのも、山城小ならではのこ
とだと思うので、今後もより地域に密着した学習で自分の育った町を知り愛着
をもってもらえたらうれしいです。
•�子供達とともにボランティアの保護者も地域を知る良い機会となり、クラスの
子供達と接する機会を持てたことで、楽しい時間を過ごすことが出来ました。

アメリカンスクールにGo！

甘くておいしいね

お地蔵さん、どこ～？

野菜がいっぱい！
あれもこれも食べたいな。

交通ルールを守って
安全に探検することが出来ました♪

どんどんつまようじが
たっていくよー！

大きな人形。
動かすのが大変そう！

警察官って、
かっこいいな～

おいしそうなアイスが
いっぱいだね

甘酸っぱくて
とっても

おいしかったよ？

外国にも手紙が
出せるんだ。
すご～い!!

ファミリーマート
売り上げNo.1は
ファミチキ！

かんばんは
どうやって作るんだろう？
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