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【買ってくれる、その思いへの感謝】 遠足や修学旅行でナップザックにたくさんのものを入れないといけない時、ネットで
大きいナップザックを探してくれていたこと
【話をたくさん聞いてくれた】 4 年生の時にいろいろあって精神的にしんどかった時にその話をたくさん聞いてもらったこ
とをとても感謝している。
【修学りょ行での一日目のおべんとうを作ってくれた】 とても気持ちのよい広場でごはんを食べました。とてもおいしかっ
たです。中学校でもおねがいします。
【給食費などを自分のために払ってくれて感謝】 給食費などを払うのは当然だと思いますが、その当然だと思うことに、
自分はとても感謝しています。わざわざ自分のために払っているので感謝。
【自分が体そう服を忘れたときに、もってきてくれた。】 自分は何もいっていないのにもってきてくれて「ありがとう」と思っ
た。
【いつもよごれた服をあらってくれてありがとう】 4 年のころ、体育をしていたら、こけてどろやすながついて、きたなかっ
たけどきれいにあらってくれたことにかんしゃしています。
【雨が降っている時や、学校で物が足りない時の事】 登校中に雨が降っていたら車に乗せてくれたり、学校で使うえん
ぴつなどが足りなくなれば買ってくれたり…色んな場面で支えてくれました。二人にとても感謝しています。
【毎年イベントがある時に早起きしてよういしてくれたこと】 仕事とかでいそがしいのに４時くらいに起きて弁当を作ってく
れたり自分のよういをしてくれて、ありがとうございます。
【体そうふくを届けにきてくれたこと。】 ５年生の２月ぐらいに、ぼくが体そうふくをわすれて困っていたときに届けにくれま
した。
【授業を受けるためのノート筆記用具を買ってくれていること。】 ノートがなくなったときの次のノートをすぐにかってきてく
れて、ときにはまとめて何枚もかってくれることもあって、そのおかげで授業を受けられているので感謝しています。
【忘れ物をしたとき家で言ってくれる。】 おはしをわすれそうなときに母がいってくれてわすれることなく行けた
【みさきの家のときやしゅう学りょ行のときにおべん当を作ってくれたこと。】 みさきの家やしゅう学りょ行におべんとうを
作ってくれたこと。朝はやくから、おいしいおべん当を作ってくれて「ありがとう」
【１年では入学式、６年までの運動会や修学旅行などいつでもそばにいてくれた。】 １～６年生の全ての行事の時、いつ
も来てくれて、写真をとったり、私の事を大切に、してくれたり、時間をとって動いてくれた。
【おくりむかえ(習いごとの）】 くらくなったときによくむかえにきてくれるのがうれしいです。
【忙しい中で音読を聞いてくれたこと】 夜、塾から帰ってきて、遅くても、勉強や家事のあいまをぬって、音読を聞いても
らえたことを感謝している。
【習い事の送りむかえをしてくれてありがとう。】 水曜日の夜７時から習い事があるので、仕事をはやめにおわらせて帰
って来てくれて、習い事に間に合うように、送ってもらっています。
【土日にいっしょに走ったり山にのぼったりしてくれてありがとう】 走るフォームがくずれたらおしえてくれる。いやでも外
にむりやりつれだしてくれる。
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【家事をしてくれること】 仕事で７時に帰ってくるけど、早くよるごはんをつくって、家事もしてくれることを感謝しています。
【骨折の時に学校の送りむかえのこと】 冬の時はさむかったしランドセルとかいろいろおもかったけどもってくれてありが
とう。
【九九を教えてくれたこと】 二年生の夏休みに九九をていねいに教えてくれてありがとう。
【さんかん日など、し事とちゅうに学校にきてくれたこと。】 うんどう会さんかん日にし事を一度とめて学校にわざわざきて
見にきてくれてうれしかった。
【どんな時でも、私の意見をしっかり聞いてくれて、ありがとう。】 いそがしくても、私の意見を聞いてそれに対しての返事
をくれたり時にはおこってくれたり、そんなことに感しゃしたいです。
【しゅくだいを教えてくれた。】 お母さんがぼくがしゅくだいがわからないときに教えて、それで、テストでもいい点をとれた
ので感謝しています。これからもよろしくおねがいします。
【見学に行く時、お弁当を作ってくれたこと。】 朝早くに自分より先に起きて、お弁当を作ってくれていたことがとてもうれ
しかった。
【学校費。１年生の時 不安になった時 支えてくれた。】 ぼくは、１～４年までは、でこぽんなど、そういった物たちは、ぜ
い金だと思っていました。だけど家の人がはらっていたとことを知り心が、あたたかくなりました。転こうして、友達できる
のかなやんでいた時、支えてくれた。「本当にありがとう」
【感謝していることは、この６年間です。】 親のおかげで毎日が楽しく元気の生活をおくれている。そして、必死にそだて
てもらっていることがなによりうれしいことです。
【運動会でのほめ言葉】 ４年生のこと運動会の競走で１位になれなかってくやしかったけれど父母はほめてくれてすごく
うれかったし感謝した。
【授業参観】 参観があるときにぜったいきてくれること
【勉強を一緒にしてくれた。】 一人で勉強する気がおきないときに、一緒にやってくれた。
【いつも家事をしてくれてありがとう。】 バスケの日に練習していてかえってきたら、バスケの練習いくまえよりきれいにな
ったからです。
【いやなことがあった日には、話をきいてくれた。】 てい学年のころ何かあったら、「どうしたん？」とか「何かあったん？」
と、しっかり話をきいてくれて、「〇〇なら大じょうぶ！！」とか「〇〇はわるくないからしんぱいしんとき」とか、あたたかい
言葉をかけてくれた。
【いつも、私たちのために仕事や家事をがんばってくれていること。】 私たちのわがままをきいてくれながら、サポートし
てくれたり、かぜをひきそうになるまで、仕事や家事をがんばってくれた。
【今まで自分と一緒に居てくれた事】 ケンカしたり忘れ物しても、自分と一緒に居てくれた事。本気で辛かったときにしっ
かり話を聞いてくれたこと。
【学校に行きたくなかったとき。】 1、2 年生のとき学校に行きたくないと思ったとき、お父さんやお母さんのやさしい言葉
に、かんしゃしています。今まで 6 年間支えてくれて、ありがとうございました。そしてこれからもよろしくおねがいします。
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【二年生の時にランドセルを変えてくれた。】 私は他のブランドとは違うランドセルを買ってもらったのですが、1.2 年生の
時はそのランドセルがすごくいやで他の人もそれについて私をいじったりしていました。その時に、親がリュックサックにし
てくれてそれがとても心の支えになりました。今ではそのランドセルを使ってるしとてもかわいいデザインだと思っていま
す。お母さんお父さんあの時はありがとう！
【お道具箱のはこびかた】 ふくろにおどうぐばこをもつのはしんどいのでランドセルにいれたらいいということをおしえても
らった。
【学習発表会の練習を一緒にしてくれたこと】 学習発表会の合奏が全然できなかったから、教えてくれたことに感謝して
います。
【給食袋を忘れた時に、持ってきてくれた】 ていがくねんの時に、給食袋を持っていくのを忘れていたら、通学中に自転
車でもってきてくれてとても感謝しています。そのおかげで忘れ物をせず 1 年がおわれました。
【洗たく物、いつも洗ってくれてありがとう。】 運動参観の練習で、めちゃめちゃ服が汚くなったときにいつも、きれいにし
てくれてありがとう。
【生活面のことを毎日やってくれていること。】 生活のことはほとんどやってくれてるからそのことで、ありがとうと伝えた
いと思った。
【勉強】 毎年、筆記用具や学習に使うもののお金をはらってくれてありがとう。がんばって働いてためたものだから、が
んばりがむだにならないようがんばりました。中学でもがんばります。
【音楽の学習の分からないことを教えてくれた】 ３年生の時、音楽の学習をしている中で、分からないことが出てきた
時、家で、分からないところをていねいに教えてくれた。
【色んな話を聞いてくれる。】 いろんなつらいことや楽しいことがあったら話を聞いてくれた。
【勉強を強くしてくれた。】 勉強が分からないことがあってよく教えてくれた。
【飼育したい魚を買ってくれたりした事】 メダカ、ハゼ、ドジョウ、クマノミ、、、、など、たくさんの魚を飼育して、多くの知識
が身についた。また、エビ、流木などがあったため、魚などにとって良い環境を作ることができた。
【家で手伝いをしたときなどに「助かった」や「ありがとう」などと言ってくれた。】 家で落ち葉はきをして、終わったときにお
父さんとお母さんから「ありがとう、助かった」と言われ、そうじでのつかれがふきとびました。
【骨折した時、毎日色々なことを手伝ってくれた。】 ①自転車でよそ見をして転倒 ②お風呂で毎日のようにビニールを
巻いてくれた。
【いそがしい中、いつも、文句を言わず、家事をしてくれていること。】 いつもみんながいやがる、こまごましたごみすてな
どを、さりげなくやってくれている。
【いつもバスケの送迎をしてくれていること】 今年の６月ぐらいにバスケのチームをいせきしてしが県の JUMP というチ
ームに入ってから毎日送迎してくれている。
【お母さんがお仕事をがんばってくれた。】 いつもおそくまでお仕事をがんばっている。つかれていても買い物をしてきて
くれる。
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【英語検ていで、今日よるのべんきょうに、付き合ってもらったこと】 始めのころは、まったくできなかった英検のプリント
も、お母さんといっしょにマンツーマンで見てもらって英検に、ごうかくしたこと
【修学旅行で３０００円入れてくれたこと。】 家族全員のおみやげを買った。
【お弁当を作ってくれていること】 じゅくに行くときに、お弁当を作ってくれている。
【すきなことをいろいろさしてもらっていること。】 お母さんやお父さんが働いてくれていることで、好きなスポーツができ
たり、学校にいかせてくれたりしている。
【毎日笑顔で「いってらっしゃい‼」「おかえり」と言ってくれること。】 学校に行く日でも、そうじゃない日も、必ず言ってくれ
るなにげない言葉がとても嬉しい。（言ってくれなかったりするときが、すごく変に感じる）
【今までの運動会や、学習発表会をあたたかいめで見てくれた。】 運動会、学習発表会で終わったら、拍手をもらえたし
その後で「がんばったね」といってちゃんと見てくれているんだなと思い、感謝（うれしい）した。
【おしごとや家のことがあるのにわたしに時間をつかってくれたことです。】 おしごともあるのに、わざわざやすみをとって
自分たちを見にきてくれたりずっと自分たちをおうえんしてくれていたりすることに「ありがとう」
【買い物にいつも来てくれたこと】 自分が行きたいといったら、なるべく早くつれていってくれていたこと
【いろいろな習いごとをさせてもらったこと。】 小さいころからピアノを習っていたり、小学 4 年生にころから和だいこ、じゅ
くなどの習いごとをさせてもらったことに感謝しています。
【お金をいろいろとはらってくれていること。】 ・きゅうしょくひ ・教かしょ代 とか。
【小学 6 年生までそだててくれてありがとう。】 6 年の中で一番楽しみにしていた修学旅行にける大きさにしてくれてあり
がとう
【野球の試合の道具をかってもらったこと。】 もしかってもらっていなかったら野球ができてなかたし、これほしいといった
らかってくれたこと
【行事があればいつも来てくれたこと。】 わざわざ休みをとって学習発表会に来てくれた。
【ほしいものをかってくれた】 ゲームなど。
【学習発表会のピアノのオーディションではげましてくれたこと。】 五年生にも学習発表会のピアノのオーディションがあ
り、そこで落ちたので今回も無理だと思って「受けない」と言ったら、お母さんが「受かるか、受からないかではなく、挑戦
することに意味があるんだよ」と、ずっと私のピアノの練習に付きそってくれました。そして、お父さんとお姉ちゃんが入っ
てきて、お姉ちゃんが友達がクラリネットを買ってもらったという話をすると、お父さんが「クラリネットならお父さんも買って
あげるわ～」と言ってみんなびっくりしていたら、お父さんが「だってクラリネットってこういうやつやろ」といってカスタネット
のまねをするとみんなが「それ、カスタネットやろ！」といって爆笑していました。いつも笑わせてくれるので、それでやる
気が出ました。
【ねおちした時に、助けてくれたこと】 自分がねおちした時、ふとんをかけてくれたり、服を着がえさせてくれたことに感謝
しています。
【毎日ごはんをつくってくれていること】 毎日栄養のあるごはんをつくってくれているおかげで大きく育った。
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【いつもごはんを作ってくれてありがとう。】 お母さんとお父さんが仕事でいない時があって、カップラーメンを食べたけ
ど、あまりおいしくなかったから
【いつも習い事に送ってくれてありがとう。】 いつも火曜日に遠いところまで習い事へ行くのに送ってくれて、そして、待っ
ていてくれてありがとう。いつも感謝しています。
【いつもおいしいご飯をつくってくれたり、毎日、給食ぶくろやすいとうを洗ってくれたこと。】 毎日大変なのに、ぼくと弟の
食べたいものをつくってくれてありがとう。
【毎年の運動会や学習発表会を見に来てくれている事。】 毎年、運動会や学習発表会に仕事の休みをとって見に来てく
れていることに感謝しています。
【看護について教えてくれた】 夢が助産師であるため、助産師にも必要な看護のことがその教えから頭に入れることが
できました。もっと看護のことについて知り、お母さんをこえる医りょう従事者になりたいです。いつもありがとう。
【陸上部に無理矢理入れてくれてありがとう。】 「親孝行やと思って入れ」と言われて入れてもらいました。目的の体力は
つきませんでした。
【学習発表会（6 年生）のムーンリバーの練習に付き合ってくれたこと。】 家での練習で全然分からんくて、全然進まなく
てなやんでいたら、ご飯作りを止めて教えて聞いてくれてへたくそなのにほめてくれてありがとう。
【家事、仕事をがんばってくれていること。】 しんどい時もがんばってくれたことを感謝しています。
【お母さん：バレーの練習に付き合ってくれた。仕事がんばってくれた。お父さん：バレーの練習に付き合ってくれた。仕事
がんばってくれた。】 お母さんやお父さんがいそがしい中、私の練習に付き合ってくれたおかげで１１/２３の試合で一勝
して、次の試合に進めることができた。
【サッカーの遠征での車のおくりむかえ】 コロナで宿泊がなくなり、朝早くからおくってくれて、ゆうがたに家までおくってく
れてありがとう。
【運動会の応援をしてくれること】 私は親がよく仕事がいそがしくしています。でも、私が体そう服を毎日せんたくに出し
た時でも、洗ってくれたし、運動会の応援に毎回来てくれたからです。なので、とてもがんばれて感謝しています。
【自分が習いたい物を習わせてくれた。】 バスケを習いたいといったら習わせてくれたし、いろいろな物を習わせてくれ
た。
【おいしいご飯をつくってくれてありがとう】 たんじょうびに自分の好きな食べ物をいっぱいつくってくれた。パスタがおい
しかったよ。ありがとう。
【（お父さんとお母さん）大変そうにしているのに、ごはんをおいしく作ってくれて】 いつもお母さんとお父さんがせんたく
物とかをしている時、お昼になったらごはんを作ってもらっていたから。毎日、家のかじは大人が大変そうにしているすが
たを見て、私も手伝いをしてみたいなと思いました。（ごはん作り・・。）いつも感謝しています。
【行事などで準備などしてくれたこと】 学習発表会や運動参観などの準備をてつだってくれてありがとう。
【楽しい話題をもってきてくれる】 夕飯中に初めてきく話や、笑える話をしてくれてたのしくしてくれて感謝します。
【いつもいつもご飯を作ってくれたこと。】 体調が悪い時、おいしいご飯を作ってくれてありがとう。
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【いつも】 毎日晩ごはんとか作ってくれたり、ならいごとのおくりむかえをしてくれたこと、いつもおうえんしてくれること。
ありがとう。
【授業参観に来てくれたこと】 授業参観に毎回来てくれて、いつも声をかけてくれること。
【学校行事】 運動会や学習発表会などで応えんしに来てくれました。
【家の家事や習いごとについて】 つかれていてもいそがしくても家のことをしてくれていて、そんないそがしい中習い事
のおくりむかえをしてくれたり、ありがとうと思いました。習い事も自分の好きなようにと、自由にさせてくれたりしたのでこ
のことにしました。
【夏休みの宿題を手伝ってもらったこと。】 日記や作文の内容を考えてもらった。
【部活の練習に付き合ってくれたこと】 陸上の練習で走る場所に一緒に行ってくれたこと。
【部活の帰り】 つかれていたら先におふろためたり、ごはんつくってくれる。
【行事でのこと】 ほごしゃがこれる行事があったらいつもきてくれること。
【分からないしゅくだいやテスト勉強を手伝ってくれてありがとう。】 学校から帰ってきてプリントやドリルのしゅくだいの問
題が分からなかったら、いっしょにやって教えてくれた。
【いつもごはんを作って、まっていてくれてありがとう。】
【いろんなときに、応えんしてくれたこと】 運動会などの時に、「がんばれ」と応えんしてもらえたこと。
【卓球で昔、友達がしどうしてくれた。】 卓球部や卓球クラブに入れてくれたこと
【塾】 分からないことがあったら、父が塾長に聞いてくれたり、勉強を手伝ったりしてくれた。
【家で家事をやったりした。】 今までおせわにをしてくれてありがとうございます。
【習い事につき合ってくれている。】 私は、月曜日～日曜日まですべてに習い事がはいっていて、なかなかおうちの人と
楽しくすごせません。私は、習い事をがんばっています。それにつきあってくれている家族に感謝の気持ちをこめてあり
がとうと伝えたいです。
【習い事「私にあった習い事をすすめてくれる」】 自分は 4 才のころから習い事をやっていて、前は水泳もやっていたけ
ど、今はピアノと書道をやっています。私は、音楽も字を書くことも泳ぐことも苦手だったけど、両親にすすめてもらってか
ら得意になって、友達から「すごい！」とほめてくれることが増えた。
【色々なものを買ってくれたり、遊びにつれていってくれた。】 自分のことよりも、私や妹のことをずっと考えてくれた。
【ダンスに行かせてくれていること】 けっこうお金もかかるのにダンスや発表会にも出させてくれて、ダンス教室は遠いか
ら雨の日は、車で送ってくれたり、帰ったら夜ごはんを作ってくれたりしていること。
【しんぱいしてくれる。】 しんどいときやケガをしているとき、いつもしんぱいしてくれている。
【学習発表会】 時間をつくってくれて練習につき合ってもらった。
【自分から家事をすることが出来た。】 いつもお父さんお母さんにやってもらっているので、アイロンなど自分がかんたん
にできるものをしようという思いがあり、今もしている。

卒業おめでとう！
伝えたい、ありがとうの気持ち！
卒業生から保護者へ vol.７

【自分でテストなどが近い時、復習をした。】 学校の教科すべてのテストの前に復習をした。
【運動が苦手だったけれど、お母さんに言ったら、挑戦してみないとできないと言われて、感謝している。】 運動会のリレ
ーの時に、走るのがあまり好きではなかったけれど、お母さんに言ってみると、なんでも挑戦したりどうすればうまくなる
か考えたりすることが大事と言われて、動画を見ながら練習したり、工夫したりしていました。
【4 年生から通っている塾について】 料金を毎月払ってくれたり、勉強も手伝ってくれたり、6 年生からは、お弁当を作っ
てくれたりと、たくさん自分のためにしてくれた。
【自分が学校に行けるのは、親がお金をだしているからで、自分が生きてけるのは、親に手助けしてもらっているから、
感謝している。】 自分の家は、あまりお金がないけど、それでも自分のために色々役立つ事をしてくれ、感謝している。
【さんかんび】 さんかんびにはっぴょうしたとき
【テスト】 わたしは、1 年から 4 年か 5 年までテストのたんげんがりかいできてなくて、お母さんにおしえてもらってもわか
らなくて、なぜかおこったりしてた。でも、お母さんががんばっておしえてくれたから
【まいにちごはんを作ってくれたこと。】 お母さんのごはんでは、ぼくは、いくらどんとぶた肉どんが好きです。
【授業に必要なものを買ってくれた】コンパスをかいに行ってくれた
【仕事を休んで運動会に来てくれた事。】運動会の当日、仕事を休んでまで運動会に来てくれてとても感謝している。

卒業おめでとう！
伝えたい、ありがとうの気持ち！
保護者から卒業生へ vol.1

【あの時があるから】 歳の差で下に妹が産まれて、それまで一人っ子だったのに突然お姉さんになったよね。 いきなり
お姉ちゃんになる事、妹ができる事、小さな頃のあなたには戸惑う事もあったと思うけれど、ママはあの時あなたが近くに
居てくれたから頑張れました。ありがとう。赤ちゃんのお世話のお手伝いを沢山してくれて、あの時はパパよりも頼りにな
る頼もしい存在でした。笑 今では反抗期に突入して、妹やママとは距離を置く事もあるけれど、妹をお世話していた小さ
い頃のあなたの姿は私の心の中で今でも忘れる事のできない大切な思い出です。どんなに反抗されても小さなあなたが
ママの心の中にいるから今は乗り越えられるのよ。笑 卒業おめでとう！
【ステキな友達】 いつも、優しい友達をつくってくる我が子。あなたが優しい子に育ってくれたから、自然と周りの友達も
優しくて、温かい子が多いんだね！！お母さん嬉しいよありがとう。
【引っ越し】 6 年の間に何度も引っ越しをしたけれど、「イヤ」とは一度も言わず、ついて来てくれてありがとう！ どこに行
ってもすぐ友達を作って、いろんなことを吸収し、一回りも二回りも大きくなったね。たくましくなった姿をとても誇らしく思い
ます。 本当にありがとう！
【約２ｋｍの登下校、がんばってくれてありがとう！】 弟たちが小さくて送り迎えもできなかったのに、 ６才の時からニコ
ニコがんばって歩いてくれて、ありがとう！ ６年間、毎日癒されました！ 本当にありがとう。
【いつもありがとう！】 小学校 6 年間と言わず、生れてからこれまでたくさん感謝しています。我が家の長男と生れてか
ら下の弟や妹たちの相手をしてくれ、弟妹たちの心の大黒柱になってくれてます。これから大変なことやつらいことも経
験すると思うけれど、どうか一人抱え込まずにまわりに頼ってほしいです。
【大きくなった手】 母である私が、肉体的にも精神的にもバランスを崩し、落ち込んでしまったことがありました。思わず
涙がこぼれてしまったとき、娘が背中を撫でてくれました。その大きくて温かい手に、慰められると同時に、こんなに大きく
なったんだ、優しさをもってくれてるんだと、ますます涙が止まりませんでした。
【いつも寄り添い合う二人】 私と子供はいつも一緒で仲良し。時にはケンカもあるけど、やっぱり大好き！私が落ち込ん
でいる時は側にいて励ましてくれたり、病気のときは率先して家事をしてくれたり、楽しいときは一緒に笑ったり…私達は
一心同体。親なのに私はいつも子供に助けてもらっている。かけがえのない私の宝物。大きくなっても私のかわいい宝
物。いつも側にいてくれて、本当にありがとう！
【存在に感謝】 毎日元気に、健康に過ごしてくれていることに感謝です。
【日々に感謝】 一年生の頃は毎日の時間割合わせにも苦戦。自分のことも十分にできなかったのに、六年生になった
今！一年生たちを朝に出迎えたたり、お掃除を手伝ってると嬉しそうに話してくれます。 家でも親の仕事が遅くなると、
お出汁を取り「初めて味噌汁だけでも作り始めたよ」と言ってくれた時は嬉しかったよ。ありがとう。洗濯物は嫌いやと文
句を言いながらも取り込み、畳んでくれるのも嬉しいです。 各行事毎にお友達の成長にも驚き、感動しています。一番ヒ
ットは 2 年生の時のポップスターかな？ これからも健やかに伸び伸びと素敵な日々を送ってください。それが我々親の
何よりもの喜びで感謝です。
【息子の挑戦】 息子から「挨拶する役に立候補した！」と、何度か話を聞く機会がありました。 立候補して選出される、
されない以上に、挑戦した息子の勇気にとても嬉しく思いました。 そんな息子の成長に心から「ありがとう」と伝えたいで
す。

卒業おめでとう！
伝えたい、ありがとうの気持ち！
保護者から卒業生へ vol.２

【毎日元気に楽しそうに登校してくれてありがとう。】 特にないのですが、ランドセルにつけた鈴で楽しそうな足取りが分
かります。一生、忘れない音だなぁと思い、残りの小学校生活、取りこぼさず耳にしたいと思います。
【よく気がついて、家の手伝いをしてくれます。】 私が外出時に雨が降ってきたら、ベランダに干してある洗濯物を取り入
れてくれるので、とても助かりました。
【小学校生活を毎日わかりやすく話してくれる事！】 小さな頃から今日一日の出来事を嬉しそうに話してくれる子でした
が、6 年間、毎日学校であったことなどをよく話してくれて、安心して学校へ送り出し、家で帰りを待つことができました。
中には悲しい時もあったけれど、話してくれることで一緒に乗り越えることができました。友だち、先生方との楽しい時間
をおすそわけしてくれてありがとう！！
【コロナ禍でも、いつも明るく前向きでいてくれた息子にありがとう。】 緊急事態宣言で学校が休みだった時は、まだでき
ない縄跳びの二重飛びを毎日練習をしてできるようになったり、コロナの中で東京へ父が転勤になり不安がる私（母）に
いつも笑って面白い話をして笑わせてくれた。私（母）が、新しい仕事につき緊張している時も、「できることが増えるね。
すごいね。」と言ってくれた。いつも笑顔でいてくれる息子にありがとう。
【6 年間、毎日学校に通えた事。あたり前のようであたり前ではない、それだけで１００点！元気に登校してくれたことに
「ありがとう」】 笑顔で送り出せた日も、ケンカして出て行った日も、急いで用意して早い時間に登校していた時も、ダラダ
ラなかなか準備ができない時も、「行きたくない」なんて一度も聞いたことがない。どんな時も休まずに通えたというそのこ
とが、親にとって何よりありがたい 6 年間だったと思います！
【学校もお友達も大好きでありがとう】 入学式の次の日、学校に行くのが不安で、泣いて私に抱きついていました。何事
も自分からやる、やりたい子なので、これには驚きました。慣れてくると学校が大好きで、お友達も大好きで、「学校がイ
ヤ」なんて一度も言ったこともなく、お友達もいっぱいできました。私が困っていると助けてくれるように、お友達にも声を
かけたり協力していたようで、色々なお母さんから「ありがとう」という言葉を言ってもらえました。
【小学校に持って行ったお弁当のこと】 修学院小学校に転校してくる前は、食物アレルギーが理由で学校の給食が食
べられず、毎日お弁当を持たせていました。みんなと同じ給食が食べたかったと思いますが、文句も言わずお弁当を食
べてくれたことに「ありがとう」と言いたいです。
【母、手足口病！！】 私が手足口病で手がブツブツになり、めっちゃ痛かった時、晩ごはんを全部作ってくれてとてもと
ても助かった。いやいやではなく楽しんでしてくれたことに感謝しています。
【毎日ありがとう】 毎日、妹・弟の面倒をみてくれてありがとう。毎日、沢山お手伝いしてくれてありがとう。毎日、お母さ
んのご飯が一番おいしい！と言ってくれてありがとう。毎日、お母さん！といろんな話を聞かせてくれてありがとう。毎日、
寝る前に大好き！と言ってくれてうれしいよ！毎日、ありがとうと言ってくれてありがとう！あなたといると、ありがとうがい
っぱいで幸せです。

修学旅行 ～姫路・淡路島・徳島～
楽しかった思い出特集！Vol.1
令和３年１１月１１日（木）～１２日（金）

【平和資料館】 実際に戦争での揺れを体験した時、本当にばくだんは落ちてきていないけど、足も震えてとてもこわかっ
た。でも、戦争と向き合ってきた人々は、ばくだんが本当におちてきていて私が体験したよりも、もっとひどいゆれを受け
ていたんだなと思い、とてもつらく感じた。
【ひめ路城に行ったこと】 初めてひめ路城に行ってすごいはく力を感じて、その場所でいろいろ学べたしとても楽しかっ
たです。のぼっているとちゅうつかれてくるとみんなでいろいろ声をかけあったりできたことも印象にのこりました。
【あすたむらんどにいった】 川めぐりはとても楽しく、アスレチックもとても楽しかったです。一番楽しかったのはかがくか
んではジャンプ力をはかったり野球ボールをなげたりかぶとむしと戦ったりと、いろいろな事をしてとても楽しかったです。
【吉野川くだり】 友達といっしょに乗ることができ水がかかって笑ったりしたので一番楽しかったです。
【ホテルの自由時間】 かくれんぼや、クイズなどして、あそんでいるときがとても印象深い思い出になった。
【りょかんで遊んだこと】 かんせんたいさくのためトランプなどが出きなかったので、あまりせっしょくしないあそびでかく
れんぼをしてあそんだこと。
【お父さんが送ってくれた。お母さんが朝早く起きて作ってくれた】 お父さんが学校まで車に乗せてくれて「いってらっしゃ
い」って見送ってくれたことやお母さんが作ってくれたおいしいお弁当を班の友達みんなで絶景を見ながら食べた事や他
にもたくさんあります。でもこの二つが二人の優しさを感じてうれしかったです。私のためになにかをしてくれるお母さんお
父さんが大好きです。ありがとう。これからもよろしくお願いします。
【あすたむらんど】 吉野川めぐり（急流すべり）で最初は急じゃなさそうでおもしろくなさそうだったけどふつうに急で楽し
かったです。化学館は一つ一つ全部みていると時間がたりなくてすぐ終わってしまったからざんねんだったけど楽しかっ
た。
【バスの中】 バスの中は、最初たいくつだと思っていたけど、ビデオがはじまって、ビデオがおもしろかった。
【サービスエリアで買い物をしたこと】 限られたお金でどのように買えばよいのか、なにを買ってかえりたいかを考え、一
度会計をしてからのこりのお金でなにをかうかをきめました。残りが 700 円だったので 700 円以下のものをかいました。
【あすたむらんどでかがくセンターにいったこと】 地球などいろいろなことについてまなべたから
【ねている時】 みんなでねているときに、みんなで、色々話していて、夜ふかしをしている時が楽しかった。友達のおもし
ろい話もきいたこと。
【ホテル】 みんなで夜、おしゃべりしたり、遊んだり、おふろやごはんも、決められた時間ですごすことができた。
【おいてけぼりになったこと】 トイレにいってたら先に弁当の場所にみんな行っていた。悲しかったです。パニクりました。
【海月館での朝、晩ご飯】 海月館で１日目の晩ご飯や２日目の朝ご飯が好きなものも嫌いものもおいしく調理してもらっ
た。
【班のみんなで、あすたむらんどでたくさん遊んだこと。】 あすたむらんどの吉野川めぐりで、ボートが下るときに、「キャ
ー！」って、さけんだ時とかが一番印象にのこっています。こわかったけど、楽しかったです。
【めんせつごっこ】 へやの中でなぞのめんせつごっこをしてわらいすぎてふっきんがきんにくつうになりました。
【アスタムランドが楽しかったです。】 急流すべりが思った以上にこわかったから、楽しかったです。

修学旅行 ～姫路・淡路島・徳島～
楽しかった思い出特集！Vol.２
令和３年１１月１１日（木）～１２日（金）

【アスタムランドのよしの川くだり】 友だちとのれてたのしかった。みんなでさけんだりしゃべったりしたのがたのしかっ
た。
【ホテルの部屋で友だちとしゃべったこと。】 ねる前にホテルの部屋で友だちといろんなことをしゃべった
【あすたむらんどのよしの川めぐり】 さいしょはおそくいどうするのに２回も上にのぼって下がって、こわくてたのしかっ
た。
【ホテル】 おふろの時間は、２０分だったけど、みんなでろてんぶろに入ることができてすごく楽しかったです。（キレイだ
った！）部屋の中でも、みんなとたくさんの話がいっしょにできてとってもたのしかったです。（黒歴史とか！）
【姫路城】 階段をのぼっているときに１５回ぐらいのぼって、きつさを実感できたし、中にある物を知れたからです。
【姫路城に行って、建物の工夫を見たりしたこと。】 建物の中に入った時、階によって窓の作り方がちがうかったり、階段
のうしろにスペースがあったのを見つけて、どうしてこうなっているのかが気になった。
【夜ふかししたこと。おこされる時。ふろで、水をかけまくってはしゃいだこと。】 おふろで、つかったあと、水を何回もかけ
て、サウナなどに入って、はしゃいだことです。また、先生にバレずに、よふかししたことと、おこされる時、４人でマクラを
たたいて起こされたことです。
【一番心に残った思い出は、ひめじじょうです。】 ひめじじょうの中や外をたくさん見れたのがとてもよかった。外には、お
きくいど中には、いろいろなものがせっちされていた。６かいのおさかべじんじゃで写真をとったり、おがんだりできたのが
なによりよかった。
【「あすたむらんど」のアスレチック】 あすたむらんどのアスレチックで鬼ごったをしてすごく楽しくて他のことなど忘れてし
まって思いっきり楽しみました
【たこの人形】 班の人がなくしたといってたこの人形をさがした。
【ホテル】 部屋から海が見えた
【海月館(ホテル)】 部屋で友達とゲームをしたり話したりしたのが楽しかった。
【アスタムランド徳島で遊んだこと。 淡路島ハイウェイオアシスで買いものをしたこと。】 アスタムランド徳島で、きゅうり
ゅうすべりが楽しかった。淡路島ハイウェイオアシスのおみやげをかうときに何を買たりするかがまよって残っているお金
で計算して買ったのが心に残った。
【きゅうりゅうすべり】 はじめは、ゆっくりすぎて、「え、、、」みたいな感じで、笑ってたけど、急に「ドォォォォ～」ってなっ
て、すべって「ギャ～！」ってばく笑してたのが楽しかった。
【あすたむランド 徳島の急流すべり】 急流すべりで、いつもなら、あまりさけんだりしないグループのみんなが、急なと
ころをさけんで、楽しそうにしているのを見ることができた。
【ひめじじょうの階段】 しっかり足上げなくちゃいけなくて後ろをふり返ったらすっごく高くて「むかしに居た人何人かけが
してるよなぁ」と思いました。
【あすたむランド徳島】 吉の川めぐり、はじめてもきゅうりゅうすべりたのしかったけど、すこしこわかったです。ゆっくりな
ところがあったり、はやいところがあったりいろいろでたのしかったです。

修学旅行 ～姫路・淡路島・徳島～
楽しかった思い出特集！Vol.３
令和３年１１月１１日（木）～１２日（金）

【ホテルの中での思い出】 しぼりきれなかったので、とてもちゅう象的ですが、ごはんも海せんがでてきたり（私は苦手で
すが）いつもはあまりでてこない食べものがでてきておいしかったです。夜もつかれたからすぐねれるかなと思っていたけ
ど結局 1 時くらいまでおきてしまいました。とても楽しい思い出になりました。
【バス】 かえりにねてしまってあたまとくびがいたかった
【買い物】 限られた予算の中で、買わなければならない物や、自分の買いたい物を計算して買い物をすることが重要だ
と分かりました。
【ホテルでのドッキリ】 ホテルで、一人にドッキリをかけようと思いました。でも、ドッキリをかけようとした時に、自分達が
びっくりしたのがとても印象に残っています。
【あすたむランド徳島】 みんなでよしの川めぐりをやって、そのあとにみんなでおにごっこをして、楽しくいやな思いもせ
ずにあそべたのでよかったです。
【ホテルの部屋の中でみんなで話してたことが一番心に残った】 部屋の中で、いろんな話をして、楽しくなっていたこと。
【すべて】 バスの中で友達と話したことや班の人とさまざまな体験をしたことが友達をすごした時間が楽しかったです。
いつもとはちがう環境で不安もあったけど、とても楽しくいい思い出になりました。
【あすたむらんど徳島の科学館】 科学、生物、物理など、たくさんの分野のものを、体験するという形で、楽しく学ぶこと
ができておもしろかった。
【ひめじ城で、にじがでたこと。】 ひめじ城をけん学していたら、空ににじがでてたので、とてもきれいだった。
【ホテルで、道を間違えた。】 ホテルで、風呂に行くときに道を間ちがえた。
【姫路城付近ににじが出た事】 姫路城の色々な細かい所を見ていると班が一番後ろの班になり、前方の班が先へ行っ
てしまった。そして雨が降ってきた。その後雨がやむと、姫路城の横ににじが出た（二重）
【あすたむらんど徳島で登った丘の頂上から下を見下ろしたときの景色がとてもきれいだった。】 班行動をしているとき、
洋風のとてもおしゃれな風車があり、そこを班のみんなで登ったのですが、丘の頂上からの景色がとてもきれいでした。
【二重にじと姫路城をバックに写真をとってもらいホームページにのれたこと。（運がとても良かった。）】 下伊豆先生の
解説付きで姫路城を上り下りている時に写真をとってもらった。
【バスの中で海などの景色を見たこと】 バスで雨が降っていたけど、と中でやんで、にじがでていた。
【おみやげをかうとき】 一人で買い物というのは、なかなか、なかったので一番の思い出
【ホテルの中の自由時間】 ホテルの中の自由時間のときに、みんなの昔にあって出来事などをはなし合ったりしたこと
【あすたむランド徳島に行ったこと】 暗いトンネルに入って水がたまっているところまで来たこと。
【姫路城に見学に行ったこと。】 姫路城に見学に行って色々なことが分かった。
【あすたむランド】 すごく楽しく遊べて、いろいろな知しきを身につけることができた。
【海月館】 みんなでよる、たくさんはなしたことが心にのこりました。
【宿ですごした友だちとの時間】おふろなどがきれいで話した時
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【ねる時間にみんなで話したこと。】 ねる準備をしてからふとんで皆でいろいろな話をして盛り上がったり、皆で爆笑した
りして、とても楽しかった。
【ホテル海月館での自由時間】 ジェスチャーやお話したりして楽しいときをすごせた。学校ではあまりやれないので、班
の人と楽しくすごせてよかった。
【ホテルでみんなとあそんだこと。ごはんをたべておいしかったこと】 ホテルではんのみんなとしゃべったりあそんだりし
ました。また、ホテルのりょうりやおふろもたのしかったです。友だちと二日たのしもうという思いがいっしょになったので深
くなかよくなれたきがしました。
【アスタムランド徳島】 班みんなで、科学の所でたくさんあそんだり友達と乗り物に乗ったことが心に残った。
【ホテルの部屋で遊んだこと。】 同じ部屋の 5 人で、自由時間に話したり、学校の休み時間によくやっていたゲームで 1
位を決めたり速いスピードでやってみたりしたことや、朝、部屋の窓から海が見えて「すご～い」と言いながら景色を見た
ことなどです。
【海月館】 おふろなどがきれいで話した時
【兵庫県の海月館のホテルにいったこと】 海月館にホテルでご飯がとてもおいしかったことがうれしかった。自由時間に
も遊んだことが楽しかった。おみやげをかったことも良かった。
【りょかん】 みんなでいろいろ話をして一緒に生活できてよかった。
【ホテル】 けいかくてきに行動や友達のなかよしできた。
【夜にみんなで「怪談」と「恋バナ」をしたこと。】 夜の 11 時半まで、ずっと話していたら先生が入ってきて、先生も中に入
って恋バナをしました。
【吉野川めぐり】 ところどころに坂があって、その坂のスピードが思った以上に速かったから、とても楽しかったです。
【あすたむらんどのきゅうりゅうすべり】 きゅうりゅうすべりをしたときに、スピードが速くて、あまりジェットコースターのよう
なものをしたことがなかったから楽しかった。
【ホテルの部屋でみんなと話したこと。】 ホテルの部屋で学校の話や明日の話などを遅くまで話した。
【みんなと一緒にあすたむらんど徳島で遊んだこと】 吉野川めぐりを乗ったときに、みんなで笑いあえた事、そして、科学
センターで、いつもできなかった体験をしたことが心に残りました。
【ホテルでしゃべったとき。】 いつも学校などでは、四人全員そろってしゃべるときは少ないけど、ホテルの部屋で四人全
員で楽しくしゃべったらより仲が深まった気がした。
【あすたむランドでクラスで鬼ごっごをしたこと。】 あすたむランドでクラスのほとんどの人たちといっしょに鬼ごっごで遊
んだことが楽しかったです。
【ねる前に班の人達とたくさん話したこと。】 ねる前に、班の人達といろんな事をたくさん話した事が楽しかったです。
【吉野川（くだり）】 友達と吉野川めぐりに行った際、みんな並んでいて遅刻したと思ったけれど、まだ全然時間があり、
班のみんなと笑えたことが楽しかった。
【たまちゃんのタルタルソースをかえたこと】 おいしかった。からあげとかエビフライにつけるとおいしかった。
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【カイルくんと車いす体験が楽しかった。】 はじめてカイルくんといっしょに車いすに乗った。むずかしいと思っていたら、
意外とかんたんだった。
【部屋でみんなでしゃべって笑ったこと】 いつもするはなしがいつもより楽しくてずっとしゃべっていたこと。友達が深夜テ
ンションに入ってめっちゃおもしろかったこと。
【きゅうりゅうすべりが楽しかった。】 みんなでさけんだのが楽しかった。
【あすたむらんどのよしのかわめぐり】 友だち 3 人で乗って（私含めて）下り坂をジューン！と下っていくところと、そのあ
と水がびっしゃー！とかかってびしょびしょになったことがおもしろかった。
【ねるとき、おふろに入ったとき】 ねるとき、こわい話や恋バナをして盛り上がって楽しかった。クラスの女子みんなでお
ふろでわいわいしたのが、気持ちよくて楽しかった。
【あすたむランド徳島】 宇宙の 6 分の１を味わえる遊び
【バスからの景色】 バスからは移動時間が長いので、色々な景色が見られました。ホテルに向かうと中、日がくれてきた
なと思ったら、山に日がしずんでいくようすが見れて、神ぴ的でした。それと、雨がふった後に空にとても大きなにじがか
かり、友達とみるとよりいっそうきれいでした。
【ご飯がおもったよりもおいしかった。】 海月館の公式をみたら、ご飯がなにか分からなくて、けど、じっさいにみたら、と
てもごうかでとてもおいしかったからです。
【ひめじ城に行ったこと】 一番上の所についたとき外を見ると、とても高くてこわかったこと。
【ホテルに入った時と、ごはんの時と、あすたむらんどとくしま】 ホテルに入った時：とても広くて思っていたのと、ぜんぜ
んちがったから、とてもびっくりした。

ごはんの時：たくさんのお料理が出てきておいしく食べれたこと。

あすたむらん

どの時：ウォータースライダーで水があまりかからなくてよかったのと（でも楽しかった（とても））。大きなゆうぐで友だちと
おにごっごをしたのがとても楽しかった。
【あすたむらんど徳島であそんだこと】 きゅう流すべり
【移動中のバスの中】 ふだんあまりコミュニケーションしない人とたくさんしゃべったり、あそん（他クラス）だりした。
【旅館で友だちとたくさんはなしたり、姫路城へいったこと】 みんなで協力して仲を深めることができたし、文化や歴史を
学ぶなかでたくさんの発見をしたこと。
【あすたむランド徳島】 友達といっしょにあそんで仲を深められたこと。
【あすたむらんどでウォータースライダーにのったこと】 班の４人で乗って落ちる時に一緒にさけべてとても楽しかった。
【部屋で一緒に遊んだりしゃべったこと。】 みんなでおしゃべりなどをして、一緒に遊んだのが楽しかったです。
【ホテルについて】 おみやげの時や食事おふろなどみんなで行動する時など、楽しく過ごせた時です。
【反せい会の場所をまちがえたこと。】 反せい会の場所をまちがえて、持ち物をわすれてあせったこと。
【ねる前。】 みんなで話したりしたこと。
【姫路城にのぼった事。】 木の質などを見て、長い歴史を感じることできてとても感動した。
【夜のお話】 よるみんなとしゃべった。→一人一人についてもっとしれた。
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【すべて】 ケンカもあったけれど、楽しくすごせたこと。
【あすたむランド】 １回、班の中でけんかみたいなことになってしまったけど、最後は仲なおりをし、楽しくお買い物ができ
た。
【姫路城に行ったこと】 授業で習ったことを、実際に行って、もっと考えを深めることができた。
【おみやげ 白さぎ城】 白さぎ城では、1 人がまいご、もう 1 人がさきさき行くという、いろいろなじけんがあった。おみや
げをお金でまよっていたこと。
【就寝前】 就寝時間になる前、みんなで色んな話をした時や外の城を見た時
【お買物が楽しかった。】 修学旅行の準備をしてくれてありがとうございました。
【おうちの人におみやげを買ったこと】 いつも私の習い事に毎回つき合ってくれて、私にすべて合わせてくれている。だ
から何かおんがえしができたらいいけれど、習い事があって何もできなかったから、おみやげをたくさん買ってわたせた
から、気持ちがこもったおんがえしができた。
【ホテル（海月館）】 たった 5 人で仲良く共同生活なので、みんなで興ふんしたり、電気を消したらまっくらでこわくて電気
をつけて寝たり、などたった 5 人で過ごす時間は、とても思い出になった。
【夜、ねる前に班の人と色々な話をしたこと。】 一人一人、楽しかったことやおもしろかったことなどの話をした。
【ホテルで過ごした夜】 本当は夜 10 時にねなきゃいけないのに 11 時まで起きてて、私は 11 時にはねたけど、他のみ
んなは 2 時まで起きて話していた（うるさかった）。そのあと、私は起こされたから「今、何時？」って聞いたら「5 時 30 分」
って言われたから「じゃあもうねる」って言ったら時計を見せてきて、見たらまだ 2 時半だった。
【ねる前】 ねる前、話をしていてみんなのことをいっぱい知れてよかった。
【ホテル】 班でみんなのことを話したりして、楽しかったです。早ねおそ起きになったのがおもしろかったです。
【協力することができた。】 調べ学習でわからないものがあったら、おしえてくれたり、多くの手助けしてくれた。
【ホテルの押し入れの中の、開いている所に板があり、押してみるととても大きな穴があった。】 ホテルにつくと、大きい
おしいれがあり、上が開いていて、大きな空間ができていることに気がつき、人がいるのではないか、となり班全員が怖く
なり、そこらへんが心に残った。
【姫路城の天守閣までのぼったこと。】 姫路城の中の階段を上がり、いろいろなしかけなどを見て、学びながら、友達と
一緒に急な階段を上がったり景色を見たり、最後まで楽しめた。
【旅館の部屋での話】 恋バナなどを話したりして、友達の意外な一面が見つかったりした。
【ホテルにとまったこと】 ホテルでやる事がなく、おぼえしりとりなどをして気をまぎらわせていた。
【ねるとき】 ねるときにいろいろゲームなどをしてあそんだこと
【へやの中できんトレしたこと】 じぶんのへやで、みんなでつくえをどけたりした。せんせいがきたらみんなでドッキリする
というものであそんだり、あと、ひまになって、なぞにきんトレをした。いちばんさいしょにげんかいがきたひとが、ばつゲ
ームというルールでしました。そこにカメラさんがきておもしろいしゃしんをとった。
【かいものがたのしかった。】 ホテルでせんせいといっしょに買い物をした。家ぞくで朝ごはんに食べるものを、買った。

