ヴァイオリン・フルー
ト・トロンボーンの楽器
の名前が分かりました。
ペットボトルを使って音
出しをしました。とても
難しかったです。歌をき
れいに歌えました。

紹介してもらった楽器
は、ヴァイオリン・フル
ート・トロンボーン・ピ
アノです。いろんな曲を
演奏してくれました。と
てもきれいな音だと思い
ました。

それぞれの楽器の高い
音や低い音が一緒になる
といい音で、聴いている
人がいい気持ちになるの
で、演奏はいいなと思い
ました。音のことも考え
て聴きたいです。

私は、オーケストラワ
ークショップがすごいと
思いました。それぞれの
楽器がきれいな音を出し
ていました。でも、音の
出し方や音の感じはそれ
ぞれ違いました。

フルートとピッコロで
形が大きいと音が低くな
ることの違いが分かりま
した。楽団の方がやさし
くて、みんなの近くまで
来て演奏してくれてうれ
しかったです。

「 さ ん ぽ 」の 演 奏 の 時 、
みんなで手拍子をしまし
た。カルテットで「ビリ
ーヴ」を演奏してくれて
一緒に歌いました。六月
は 人以上の人が来るの
で楽しみです。

楽器は知っていても名
前が分からないものがあ
りました。フルートは金
属なのになぜ木管楽器な
のかと思っていたら、昔
木で作られていたことが
分かりました。

トロンボーンは大きい
楽器でびっくりしまし
た。音も大きくて迫力が
ありました。ヴァイオリ
ンはさわやかでした。四
人の音がそろっていてき
れいでした。

音がきれいでした。ぼ
くがすごいと思った楽器
はヴァイオリンです。音
も高くてきれいでした。
フルートも、高い音が出
ていました。楽しかった
です。

楽器のふき方や音の高
さなどを教えてくれまし
た。説明では、今話題の
曲を弾いてくれました。
六月にはオーケストラが
聴けるので、楽器のこと
を知りたいです。

楽器をテレビでしか見
たことがなかったけれ
ど、初めて見て音を聴い
てきれいな音色だなと思
いました。六月のオーケ
ストラがますます楽しみ
になりました。

ヴァイオリンの一番高
い音が「ミ」ということ
や、フルートは、吹くと
きに口を全部当てないで
吹くと、きれいな音がす
ることが分かりました。
来月が楽しみです。

一つの楽器でもすてき
なのに、四つ合わさると
もっとすてきな音になり
ました。小さいころから
楽器を弾いていると聞い
てすごいと思いました。
六月が楽しみです。

私もピアノを弾くけれ
どプロのピアノはとても
きれいで、私たちでは弾
けないと思いました。次
回はもっとたくさんの楽
器の音が聴けると思うと
とても楽しみです。

四人の演奏を聴きまし
た。音がよくてさすがプ
ロだなあと思いました。
六月の演奏会が楽しみに
なりました。特にぼくは
ヴァイオリンの音が好き
になりました。
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～ Step & Go！～

オーケストラワークショップ

３０日に、河原田小学校でオーケストラワークショップが

行われました。これは、６月のオーケストラ公演前に、様々

な楽器について大阪交響楽団の方から教えていただいたもの

です。音楽の教科書に出てくる楽器を実際に見て音を聞いた
子どもたちは、その音色に耳を傾けていました。一緒に手拍子

をしたり、音の出し方を教えてもらったりして、楽しい時間を
過ごしました。６月 27 日には沢根小学校全員でオーケストラ

を聴きに行きます。どんな音が響くのか、今から楽しみですね。

田んぼ見学 ～米作り～
３１日に、田んぼに見学に行きました。田植え後の苗の成長
の様子を見せていただき、米作りで大変なこと、気を付けてい
ること、虫や水についてなどの質問にも答えていただきました。
身近な田んぼでありながら、知らなかった様々なことを教えてもらい、米作りに対して新たな
目で見るきっかけになったようです。トラクター・田植え機にも乗せてもらい、すてきな経験
ができました。また夏の田んぼを見せていただきたい…と思っています。
私 は 、「 藻 が 雑 草 が 生 え る
のを防いでくれる」ことを初
めて知りました。他にも、田
植えに必要な機械や肥料のこ
と、草刈りの大変さを知って
とてもびっくりしました。田
んぼは身近にあると思ってい
たけれど、まだまだ知らない
ことが多いです。これからた
くさん調べようと思っていま
す。
私がびっくりした
ことは、お米を作る
時にどこからがスタ
ートなのかというこ
とです。私は、田植
えをすることからス
タートだと思ってい
ました。でも、加藤
さんに教えてもらっ
たら、種もみからだ
ったのでびっくりし
ました。

お米のことについて、
だめな植物や虫、田ん
ぼの水の量など、分か
りやすく教えてくれま
した。トラクターや田
植え機にも乗せてもら
って、機械のことを教
えてくれたので、ぼく
ももっと田んぼのこと
を知りたいと思いまし
た。

私は、田んぼでの活
動は何回かあるけれど
分からないことがいっ
ぱいでした。だから、
今回のことで、田んぼ
にいてほしくない虫が
分かりました。アドバ
イスをいただいたの
で、それを生かして稲
を少しでも多く大きく
できるようにがんばり
ます。

私は今まで田んぼ作りで一番大変
なのは田植えだと思っていました。
でも、草刈りが一番大変だと聞いて
びっくりしました。他にも、田んぼ
の周りにあるあぜシートは、田んぼ
のあぜが水でくずれないようにして
いることも初めて知りました。お米
作りがこんなに大変だと知りまし
た。だから、これからはお米を今ま
で以上に大切に食べていきたいと思
いました。
田植え機
かっこいいなあ

なえを
見よう！

きれいなプールに大変身！
先週、体中に水を浴びながらごしごしとプール掃除を
行いました。たわしやデッキブラシを手に、力をこめて
掃除をする子どもたち。壁や底の汚れも落ちて、とても
きれいなプールに大変身しました。
教室から澄んだ水をたたえたプールを見ると、もうす
ぐ 水 泳 授業 や 特別 水 泳 が 始ま る のだ な と わく わ く し ま
す。この夏は、沢根小のプールでの水泳を楽しみたいですね。

避難訓練

６日に避難訓練を行いました。今回は「地震・津波」の想定です。

頭を守ること・逃げ道を確保すること・高いところに逃げることなど

に気を付けながら避難訓練に取り組みました。今回は屋上に避難しま

したが、高い津波が予測される時は山の方に避難することになります。
ご家庭でも、いざという時のための避難場所・連絡方法など、話題に
出してみてください。

佐和田地区あいさつ運動

小雨の降る中、佐和田地区あいさつ運動が沢根小学校で行われ

ました。今回は５年生が担当です。雨にも負けず、元気なあいさ

つの声が響きました。他校の友達も一緒にあいさつしてくれて、

あいさつを通したプチ交流ができました。さわやかなあいさつで、
今日、校門のところであい
さつ運動をしました。私は、
友達に「おはよう」とあいさ
つをしました。友達も「おは
よう」とあいさつをしてくれ
ました。他の学校の人も、沢
根小学校の友達にあいさつを
しました。私たちは『あいさ
つ運動』というたすきをかけ
ました。他の学校は、旗を持
っていました。朝のあいさつ
をしてよかったです。

今日のあいさつ運動は雨は
降ってしまったけれど、ちゃ
んとあいさつができてよかっ
たです。他の学校の人たちも
大きな声であいさつをしてい
た の で 、す ご い と 思 い ま し た 。
でも、ぼくは、おじぎをちょ
っとしかやっていなかったの
が反省です。あいさつは、大
きな声でしっかりおじぎをし
てやるものだと分かりまし
た。

私があいさつ運動でがんば
ったことは、大きな声であい
さつすることと笑顔であいさ
つすることです。毎日、教務
室であいさつしているけれ
ど、今日はそれよりもっと大
きな声を出しました。笑顔で
あいさつされると気持ちがよ
くなるから、私もあいさつの
時に笑顔でしました。これか
らも、大きな声と笑顔のあい
さつをしたいです。

沢根小だけでなく佐和田地区のみんながすてきな朝を迎えられますように！

あいさつ運動で
思ったことの一つ
目は、天候に負け
ないであいさつを
したことです。他
の小学校の人たち
は、濡れてしまっ
ていたけれどがん
ばってあいさつを
していました。二
つ目は、知らない
人にも大きな声で
あいさつしていた
ことです。元気よ
くあいさつができ
ました。またあい
さつ運動がしたい
です。

沢根小学校のみんなが来る
ので、元気よくあいさつしよ
うと思いました。最初に、一
・六年生が来ました。元気よ
く登校してもらうために、大
きい声であいさつをしまし
た。他にもいっぱい通りまし
た。ぼくは、みんなにあいさ
つをしました。

あいさつ運動で心に残った
ことは、大きな声であいさつ
したことです。登校している
人に、しっかりとあいさつが
できました。次のあいさつ運
動は、いつになるか今から楽
しみです。次回もがんばりた
いです。

私は、今日のあいさつ運動
で緊張しました。ちゃんと大
きな声であいさつできるか心
配でした。理由はもう一つあ
ります。それは、他の学校の
人も来るからです。初対面の
人とできるか心配でした。緊
張したけれど、できてよかっ
たです。

いろいろな学校の人が来
て、一緒にあいさつをしまし
た。大きな声でできたのでう
れしかったです。これからも
大きな声であいさつをしたい
です。河原田小学校に行って
もあいさつを続けたいです。
そのために、日々あいさつを
忘れずにします。

歯・歯茎を健康に！
１２日に、歯科衛生士さんから「歯の健康」について教え
ていただきました。歯みがきの仕方（歯ブラシのかかと・つ
ま先などの使い方、持ち方、力の入れ方）はもちろんですが、
歯茎の病気（歯肉炎など）の怖さについても話してください
ました。検診で大丈夫でも歯や歯茎の色の変化はむし歯のサインだと知り、「どうしよう…」
とドキドキしていました。「歯の健康を保つのは自分」を肝に銘じてほしいと思います。
先生に教えてもらっ
て、アクエリアスなど
を飲んだ後は、お茶か
水を飲むといいことな
どが分かりました。こ
れからも、歯をずっと
健康にしていきたいで
す。

ぼくは今日の勉強、歯の
事について教えてもらいま
した。ぼくは歯に色がつい
ていたので気を付けたいで
す。自分でみがく歯だから、
大人のせいにしないで自分
の責任で自分の歯を守りた
いです。

ぼくは、先生の話を聞いて、むし
歯がどこから進んで行くのかがよく
分かりました。毎日の歯のみがき方
が再認識できてよかったです。

歯を守るために、歯ぐきを傷つけず
みがく方法を教えてくださってありが
とうございました。今、中学校では歯
肉炎の人が多いと聞いたので、これか
ら、飲み物や食べ物に気を付けて、歯
みがきもしっかりしたいです。教えて
もらった歯みがきの仕方をマスターし
て、健康な歯にしたいです。

ぼくは、むし歯は茶色の線からなることを知
りませんでした。話を聞いて、歯ぐきの病気「歯
肉炎」にならないように気を付けなきゃと思い
ました。教えてもらった歯みがきの仕方で、歯
をきれいなまま保ちたいです。

修学旅行を前に…
明日からの修学旅行を前に準備で気持ちがいっぱいの６年生。
活動の一つの「佐渡のパンフレット配り」の練習を行いました。
修学旅行では、歩いている人に話しかけて配るのですが、内容
や話し方などに気を付けて、練習しました。「緊張する～！」と言っていた子どもたちでした
が、５年生に聞いてもらって少し自信も付いたようです。活動を通して大いに楽しみ、様々な
ものを見たり聞いたりして、「これからの自分」へのすてきな経験としましょう。
２２日・２３日の２日間は、５年生が沢根小のリーダーです。委員
会など、率先して取り組んでほしいと思います。

沢根小最後の修学旅行
天候にも恵まれ、沢根小最後の修学旅行が無事終了しました。
まるごとにっぽんでのパンフレット配りでは、積極的に声をかけ
る姿とともに、友達をさりげなくサポートする頼もしい様子が見
られました。声をかけ合って楽しく活動する７人から、沢根の絆
が感じられた旅行となりました。活動の一つ一つが素敵な経験となり、これからに生かされる
ことを期待します。

スカイツリーは、大きくてびっくり
しました。人や車がとても小さく見え
ました。夕食で、自分たちで作ったも
んじゃ焼きやお好み焼きはとてもおい
しかったです。友達が、お好み焼きを
ひっくり返すのが上手でした。みんな
で楽しみながら協力し合って作ったの
でおいしかったです。ホテルはとても
きれいで、外を見ると光ったスカイツ
リーが見えました。
沢根小最後の修学旅行でいっぱいの
いい思い出ができたのでよかったです。

まるごとにっぽんで、佐渡のパンフレットを配布
させてもらいました。私は、最初は恥ずかしくて声
をかけることができませんでした。しかし、みんな
が進んで取り組んでいるのを見て、すぐに配ること
ができました。
博物館ではいろいろな化石や模型があってとても
おもしろかったです。上野動物園では全校のお土産
を買いました。一人だと迷子になるので、友達と一
緒でした。時間を守れてよかったです。
これからもみんなで絆を深めていきたいです。

パンフレット配りでは、最初は緊張して配
れなかったけれど、やっているうちに自分か
ら話しかけられるようになって、とても楽し
くできました。中には佐渡に来たことがある
人もいてびっくりしました。私たちが配った
パンフレットを見て、佐渡の観光やおいしい
ものを食べて楽しんでもらいたいです。
２日目は動物園に行きました。西園でお土
産を買った後、最初に見たのはキリンでした。
首が長くかわいかったです。ワニは、迫力が
あってかっこよかったです。東園では、ホッ
キョクグマとゴリラを見ました。体が大きく
てびっくりしました。

一日 目で 一番 楽しか った のは リョウラ に行
ったこ とで す。 お店で は、 まず ケーキを 買っ
て食べました。イチゴがたくさん入っていて、
とって もお いし かった です 。他 にも、シ ュー
クリー ムの トッ ピング を自 分た ちでして みま
した。 お手 本は とって も上 手で した。私 も真
似して みま した が、全 然上 手に できませ んで
した。 でも 、自 分で作 って みて とても楽 しか
ったで す。 質問 もしま した 。自 分の知り たい
ことが聞けて良かったです。
修学旅行は、新しいもの・初めてのものが
いっぱいでした。ホテルの窓からは、ライト
アップされたスカイツリーが見えて、とても
きれいなながめでした。国立科学博物館では、
展示がすごい迫力でした。特に、熊や鹿など
の動物の展示が心に残りました。
私はこの修学旅行で数え切れないほどの思
い出ができました。みんなと一緒だったから
できたのだと思います。これからもみんなと
の絆を大切にしていきたいです。

まるごとにっぽんでは、パンフレット配り
をしました。ぼくは緊張して、全然配れなく
て困っていました。でも、６年生のみんなが
手助けをしてくれたので、最後には自分から
積極的にパンフレットの説明ができました。
受け取ってもらえてとてもうれしかったです。
上野動物園では見れる動物も少なかったけ
ぼくは楽しみだった修学旅行の日がきてう
れど、白クマやサイ、ワニといった珍しい動 きうきしていました。まるごとにっぽんでパ
物を見られたのでよかったです。次行くとき ンフレット配りをして、次にリョウラでいろ
は、別の動物も見たいです。
いろ教えてもらいました。祭ばやしで夕食で
した。お好み焼きをうまくひっくりかえしま
した。ぐっすりねむって朝食が終わったら、
国立科学博物館と上野動物園を見ました。

５年生

ありがとう！

修学旅行から帰ってみると、黒板には５年生からの素敵な言葉のプレゼントが！黒板を見た
６年生もうれしそうです。２日間、６年生がいない中で自分たちでがんばった５年生。委員会、
給食など、今まで何かにつけ６年生に頼ってきたことも実感したようです。
「自分たちで考え、
協力してやり抜く」姿を考えるよい機会になったことでしょう。
黒板のメッセージには、５年生と６年生のつながりが見られます。お互いよい刺激をうけな
がら、沢根小学校の高学年としてこれからもがんばってほしいと思いました。

～５年生の日記から～

６年生が
人が少なくなってさび

いなくて少し不安

朝から委員会の仕事が大変

しかったです。行動のとき

でしたが、５年生で

でした。私は、いろんなことを

６年生がいなくて時間に

６年生に任せていたことが分かり
ました。特に給食に時間が

協力してできたので

間に合わない時があったので
自分も役立つように

かかりました。

したいです。

よかったです。委員
会も順番をきめて
できました。

すてきな音楽 ～オーケストラ～
２７日、オーケストラのすてきな音楽を聞きました。楽器の
音色や迫力に引き込まれるように聞いていた子どもたち。一緒
に指で音を出したりかけ声をかけたりして楽しみました。最後
に、オーケストラ演奏で沢根小学校の校歌を歌うことができ、
音に包まれた時間を過ごすことができました。
今日河原田小学校に来てくれたのは、大阪
の７０人以上の人で、チェロ・ヴァイオリン
・ハープ・クラリネット・トロンボーン・フ
ルート、あといろんな楽器がありました。音
が重なってきれいでした。最後に校歌を歌い
ました。
私がすごいと思った理由の一つ
目は、楽器を完璧に弾けることで
す。当たり前に思えるけれど、い
ろいろな曲に合わせて演奏する姿
を見て「すごいなあ」と思いまし
た。二つ目はみんなが息の合った
演奏をしていたことです。自分も
大事だけれど、他の楽器の音を聞
いたり指揮者を見たりするのも大
変です。すごいチームワークだな
と思いました。

私は、この公演がすごいと思いました。なぜ
かというと、ワークショップよりたくさんの楽
器があったからです。音が重なってとてもきれ
いでした。沢根小学校の校歌もきれいで、プロ
の人はどんな曲もきれいにできるんだなあと思
いました。

びっくりしたことの一つ目
は迫力です。全員で７０人以
上でたくさんの楽器に分かれ
て演奏していました。とても
すごかったです。二つ目は、
オーケストラのみなさんが沢
根小学校の校歌を演奏してく
れ、歌ったことです。たくさ
んの楽器で校歌を演奏しても
らい、とってもうれしかった
です。

演奏を聞いて一番心に
残ったのは、チェロと大
太鼓です。チェロは低い
音が響き、とても大きい
音でした。太鼓は、「ドー
ン」というとっても激し
い音でした。全部の音に
太鼓が入ると、より激し
くなりました。全部合わ
せるともっとすごい迫力
がありました。

