
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所：甲州市立奥野田小学校ＰＴＡ 

      令和３年３月 

月 

さかみち 



親の幸せ，子の幸せ
校長 遠藤建生

我が家では，二人の子供がいます。もう今は二人とも成人し，就職してますが，なかな
か子宝に恵まれず，やっとの事で授かった命でした。両親＋祖父母＋αの大勢の大人で過
保護なほどに大事に育てました。保育園や小学校のイベントには必ず参加しました。お遊
戯会や授業参観などは教育者でありながら自分の子しか見ていなかった，見えてなかった
ことが思い出されます。スポ少，中学・高校の部活動でも県内外の大会への「追っかけ」
に熱が入っていました。子供自身は，小さい頃は何もわからず，親が見ていてくれる，話
題にしてくれるだけで喜んでいましたが，思春期を過ぎると逆に親の期待が重荷だったり，
不本意だったりしてギクシャクしたこともありました。親としてはとにかく心配でいろい
ろな世話を焼きました。「家できちんとできなければ，外でちゃんとやれるはずがない」
と信じ込み，子供の思いには気を留めずに，厳しく指導してきました。しかし，それで子
供たちが，自分の世界で，いろいろな人と関わりながら，自分で生きていくという力がつ
いていたかどうかは，今考えると疑問です。
子育ても教育も，子どもが幸せになるための営みです。働きかけるのは大人だけれど，

主体は子どもであるのです。親や先生の幸せや自己満足のためにしているのではないこと
を忘れてはいけないと思いました。（勿論，みんな幸せがよいのだけれど…。）子供に対し
て，私（親）のために「親孝行しろ」とか「期待に応えろ」とかいうのは変な感じです。
（幸せになるのは親ということになるので）
家の外（主に学校）では，気を張って頑張っている子供たち。家に帰れば安心・安全な

居場所があり，癒やされて心と体のエネルギ－が充電されるのです。それで，また明日頑
張ろうということになるのです。家庭で行う躾や教育も重要なのですが，全てを賄えるわ
けではありません。将来自立して生きていくための様々な力を身につけるためには，やは
り学校や社会に委ねることも必要になってきます。
いろいろな家庭があります。抱える悩みや事情も様々です。子どもたちが自立し，幸せ

になるためには，適時・適度・適切にバランスよく「愛情」を降り注ぐことに最大限の努
力と工夫をしていくことが大切だと思いました。その「愛情」とは何でしょう？

「感謝」
ＰＴＡ会長 樋口 学

世界中がコロナ禍でのスタートとなった今年度。各地でイベント・行事など中止・延期・縮小
といった形で，先生方におかれましては苦労の多い年であったのかと思います。しかし，入学式
後に長期休校とはなりましたが，奥野田小学校では，運動会・修学旅行・マラソン大会などの各
行事を今までとは違った部分もありましたが，実施していただけたことは学校長をはじめ，先生
方に深く感謝申し上げます。児童たちもそれぞれ良い思い出になったことと思います。今年度は
ＰＴＡ役員を務めさせていただき各行事に参加させていただきました。先生方の子供のことを第
一に考えた教育への思い，保護者それぞれの協調性，そして地域の多くの方々の温かさを各行事・
話し合いなどから感じることができました。少子化の進む現在ですが今も昔も変わらない奥野田
地区の子供達が元気に日々過ごせることは，皆様のお力添えがあってのことと改めて感じさせら
れました。
「半袖・短パン・すあし」この奥野田地区で生まれ育った私も同じ校舎で学び・校庭を走り回っ
ておりました。朝，校庭を全校児童が走っている姿を見かけると当時，雪の中を先生と一緒に裸
足で走ったことなどを懐かしく思い，３０数年経過した今も続いていることを嬉しく思います。
また，奥野田地区は果樹栽培の盛んな地域となっております。そんな地域特性を活かした教育の
一環で，３年生が授業で桃の栽培を行っております。９年前より，児童の時にお世話になってい
ました教頭先生より桃の指導・管理を依頼されました。就農５年目のまだ未熟な指導者ではあり
ましたが，児童と作業することで日頃気づかなかった新たな発見，子供たちの一生懸命に話を聞
き作業をする姿，目の輝きは今後の成長が楽しみと思えるひと時です。同時に私自身も果樹栽培
者として成長させていただけたとも思います。収穫後には自分で作った桃を食べて「美味しかっ
た」と収穫の喜びを実践の中から感じることができる良い授業かと思いますので，今後も自身の
成長も含めお手伝いさせていただきたいと思っております。
今後は，地域の目となり畑で作業しながら登下校，遊んでいる児童たちと笑顔で挨拶が出来る

ことを楽しみに，奥野田地区の子供たちの飛躍・成長を見守りたいと思います。



青栁 裕土 ゲームクリエーターです。じぶんがつくったゲームであそんでもらいたいです。

大須田 晴 水えいせん手です。たくさんれんしゅうして，はやくおよげるようになりたいです。

荻原 徳将 かがくしゃです。いろんな人をたすけられるくすりをつくれるようにがんばります。

掛本 龍之介 がかです。お兄ちゃんとともに，びじゅつかんにかざってもらえるえをかくことです。

加藤 晴翔 サッカーせん手です。上手になって，いろいろな大かいでゆうしょうしたいです。

桐原 煌真 やきゅうせん手です。たくさんれんしゅうして，メジャーリーグにいきたいです。

小林 幸佑 おもちゃをつくる人になりたいです。みんなをえがおにしてあげたいです。

齋藤 星奈 お花やさんです。きれいな花で，たくさんの人をえがおにしたいです。

齋藤 仁衣菜 かんごしになりたいです。びょうきの人たちに，ゆう気をあたえたいです。

坂本 優翔 やきゅうせん手です。プロやきゅうでかつやくできるようにがんばります。

佐藤 愛来 ほいくえんのせんせいです。子どもたちとあそんだり，やさしくしてあげたりしたいです。

佐藤 絢 ケーキやさんです。ケーキづくりが上手になって，おきゃくさんをよろこばせたいです。

下里 楓雅 とうきょうえきの，えきちょうになりたいです。でん車が大すきです。

武井 咲良 けいさつかんになりたいです。いろいろなどろぼうをつかまえたいです。

野沢 翼 ケーキやさんです。いろんなケーキがつくりたいです。おいしいケーキをつくります。

浜渦 姫依 お花やさんになりたいです。きれいなお花をたくさんの人にとどけます。

前田 琉威 サッカーせん手です。ゆうめいなせん手になって，いっぱいゴールをきめたいです。

丸山 夏輝 学校のせんせいです。りかのせんせいになって，たのしいじゅぎょうをしたいです。

三科 桜介 こん虫はかせです。たくさんの虫をしらべたり，あたらしい虫を見つけたりしたいです。

峯野 仁 水えいが上手くなって，きょうぎに出たいです。１いになって，金メダルをとりたいです。

宮原 柚希 ケーキやさんです。みんながよろこぶ，おいしいケーキをつくれるようにがんばります。

宮脇 湊音 お花やさんです。みんなにかわいいお花をくばれるように，がんばりたいです。

山口 翔輝 にんじゃになりたいです。きびしいしゅぎょうをがんばり，さむらいとしょうぶしたいです。

吉田 結斗 けいさつかんです。たくさんたい力をつけて，町のみんなをまもりたいです。

広瀬 寿乃 おいしゃさんです。みんながげん気でいられるように，がんばりたいです。

やる気いっぱい，パワフル１年
生！これからもワクワクする気もち
を大せつに，ゆめにむかってすす
んでいってください。おうえんして
います。 １年担任 小河 真由美

キラキラかがやく目。ぐんぐんす
いこむこころのスポンジ。やる気，げ
ん気で，たくさんあたらしいことにチ
ャレンジした１年生。とてもすてきで
した。 学習支援員 渡邉 博恵

エネルギッシュな１年生。心が合
えばすごい力が出てきそう。とても
楽しみです。なかまとわかり合い，
助け合い楽しいクラスをつくってく
ださいね。 遠藤 建生校長先生

「希望に満ち溢れた学校生活のスタート」

１ 学年部長 桐原 理恵

今年は新型コロナウイルスの影響により，例年とは異なる入学式，新

年度のスタートになり，子供たち，私たち保護者も不安になる事もありま

したが，先生方や上級生の皆さん保護者の皆様のおかげで，とても充実

した素晴らしい1年になりました。最初は，少し不安そうな表情で行く我

が子を少し心配しながら見送りましたが，楽しそうに学校での出来事を

話し，お友達が沢山できた事，毎日の勉強の事，時には失敗して怒られ

た事，嬉しかった事，話を聞くたびに日々成長していることを実感して嬉

しく思います。この1年で初めての経験を沢山して，今では立派な奥野田

小の一員になりました。これからもっと沢山の経験をして，大きく成長して

くれる事を楽しみにしています。



青木 晴 かけ算です。九九をたくさんれんしゅうして，すらすら言えるようにがんばりました。

雨宮 美月 図工です。たまごの作品を，市みんぶんか会かんにかざられてうれしかったです。

雨宮 佑誠 野さいづくりです。白さいをそだてています。大きくそだってほしいです。

雨宮 琉花 読書です。いろいろな本を読んでいます。心があたたかくなるから，本が大好きです。

河野 夢花 とびばこです。たくさんれんしゅうして，パーとびができるようになりました。

櫻本 昊 マラソン大会です。くるしかったけれど，がんばってはしれてうれしかったです。

志村 虹太 うんどう会です。１・２年のリレーで，１年生にいっぱい教えて本番をがんばりました。

角田 央晟 うんどう会です。リレーではやくはしれました。ほかにはダンスもがんばりました。

手塚 岳 マラソン大会です。今年は出られて２いになれたので，うれしかったです。

中村 陸翔 かけ算です。九九の６のだんを一番はやく言えます。ぼくは，九九が大好きです。

広瀬 陽奈 かけ算です。４と３と２のだんの九九ができるようになったのでとてもうれしいです。

廣瀬 優衣 マラソン大会です。きょ年よりはやくなって，じゅんいが上がってうれしかったです。

降矢 昂汰 いいん長として，だいひょういいん会に出たことです。いいん長になれてうれしいです。

古屋 凛空 秋まつりです。ぜんぶのお店には行けなかったけれど，お店番が楽しかったです。

水上 結椛 算数です。時けいをがんばって，できるようになりました。ひっ算もがんばります。

山下竜士朗 マラソン大会です。４いになれてよかったです。らい年もがんばりたいです。

若月 翔生 けんばんハーモニカです。「山のポルカ」がじょうずにひけるようになりました。

元気なあいさつが印象的な２年

生！これからの学校生活も元気い

っぱいで過ごしてください

事務職員 高橋 知也

「前を向いて」 ２学年部長 廣瀬 理美

今年度は新型コロナウイルスの影響を受け，親子活動を行うことが出来ませんでした。新しい生活様式が

求められ，昨年度とは違った学校生活の中，不安やストレスもあったと思います。しかし弱音を吐くことな

く運動会やマラソン大会などへの目標に向かい，一生懸命取り組む子供達の姿は，とても素晴らしいと感じ

ました。まだ可愛らしい子供達と思っていましたが，物事に動じず，前向きに頑張っている姿を見て，お兄

さん・お姉さんに成長したなぁと感じ嬉しく思いました。人を思いやり，仲間を大切にできる２年生の今後

の成長が楽しみです。子供達の気持ちに寄り添い，支えて下さった先生方，保護者の皆様，地域の皆様，１

年間ありがとうございました。

どんなことにも全力投球！！
元気で，思いやりいっぱい。
だれにでもやさしい１７人。

毎日，先生は，ほっこりすること
ばかりです。これからもよろしく
ね！！

すみれ担任 筒井 ひさ美

いつもニコニコ，なかよくが
んばるスーパー２年生！！みん
なの一生懸命な姿は，キラキラ
していて，とってもかっこいい
です。いつも，元気を分けてく
れてありがとう。

２年担任 奥山 美恵



青木 泰聖 マラソン大会です。力いっぱいがんばり、１０位になれてよかったです。

天野 悠希 マラソン大会です。最初に少しだけ、トップになれてうれしかったです。

網野 陽菜 運動会です。特に、ソーラン節を力いっぱいがんばりました。

雨宮 てこな マラソン大会です。力いっぱいがんばりました。

石井 莉菜 親子活動で行ったミニ運動会です。初めて一輪車に乗れて楽しかったです。

大須田 桃菜 遠足です。富士山でネイチャーゲームをやりました。楽しかったです。

梶原 夢菜 マラソン大会です。女子１位になれてよかったです。来年もがんばります。

金子 和樹 マラソン大会です。コースが長くなったけど、最後まで走り切れました。

北井 伶奈 運動会です。この学年ではじめてソーラン節をおどり、がんばりました。

坂本 美優 運動会です。力いっぱいソーラン節をおどれました。来年も楽しみです。

髙山 実央 おべん当の日です。ママといっしょに作ったおべん当はおいしかったです。

手塚 にこ 遠足です。みんなでお弁当を食べたことが、心に残りました。

外崎 莉愛 学級委員長になったことです。お兄ちゃんも児童会にいて、安心しました。

永田 泰聖 運動会です。青組のみんなで力を合わせて優勝できて、よかったです。

中村 柚愛 遠足です。水族館で魚を見ることができてよかったです。また行きたいです。

萩原 キアナ 運動会です。特に、奥小ソーランと児童会しゅ目が楽しかったです。

橋本 晴信 マラソン大会です。目ひょうをたっせいできて、よかったです。

廣瀬 羽奈 マラソン大会です。力いっぱい走れてよかったです。

矢澤 暖芽 マラソン大会です。きょりが長かったけど、全力で走り切りました。

山口 蒼介 運動会でやったソーラン節です。むずかしかったけど、がんばりました。

３年生の学習で何が一番楽しかった

ですか？理科の時間は，いつも目を輝

かせながら観察や実験に取り組んでい

ましたね。４年生になっても頑張って

ください。 山田 浩教頭先生

いつも，え顔・やさしさ・元気いっ

ぱいの３年生。みんなといっしょにす

ごした日々は，先生の宝物です。すて

きな時間をありがとう。

３年担任 向山 紀子

運動会のソーラン節，みんなとて

もかっこよくおどれていました！な

んでも一生けん命がんばる３年生は

すてきです。４年生もがんばってね。

つくし学級担任 矢崎 さつき

「親子で作り上げた！日本一のミニ運動会」 ３学年部長 金子 智和

令和２年度３学年の親子活動は，「思い出作ろう！日本一のミニ運動会」のスローガンのもと，親子で５種目に挑む盛

りだくさんの運動会でした。競技（きょうぎ）の内容，進め方などは向山先生のご指導のもと，子どもたちがみんなで考

え，話し合って決めてくれました。選手宣誓（せんしゅせんせい），準備体操（じゅんびたいそう），そして「赤・青・黄」

の各組ごと気合いの入った応援合戦（おうえんがっせん）で始まった運動会は，種目説明や得点記録などを子どもたちが

行い，競技が進むにつれ，親子みんな，だんだんとヒートアップ！！最後は心地よい疲れ（つかれ）とともに日本一の笑

顔が心に残る親子，先生，みんなで作り上げたすてきな運動会でした。



芦澤 由基 遠足で，初めての水族館で魚を見ることができました。楽しかったです。
天野 莉乃 マラソン大会です。目標は達成できなかったけどがんばりました。
雨宮 莉奈 マラソン大会です。つらかったけれど，がんばって走り切れました。
岩間 莉子 遠足です。富士山の事が色々知れたし，魚のことも知れてよかったです。
柏木 柚希 マラソン大会です。順位が下がってしまったので，次はがんばりたいです。
加藤 緋彩 遠足です。コロナだけど行けてよかったです。すごく楽しかったです。
河野 愛輝 運動会です。今年は黄組で負けてしまったけど，リレーをがんばれました
後藤 瑛太 マラソン大会です。走り切って１位になれました。来年も頑張りたいです。
小林 唯理 マラソン大会です。女子の中では４位でした。速く走れてよかったです。
佐藤 朱璃 遠足です。富士湧水の里水族館を，みんなでまわれたのでよかったです。
佐藤 きり 遠足です。楽しかったのは，水族館です。すごく楽しかったです。
佐藤 結 マラソン大会です。去年よりも速く走れました。来年に向けまた練習したいです。
清水 柊雅 図工です。「ごんぎつね」の絵が入選したのでよかったです。
田草川 新志 マラソン大会です。今年は２位がとれたので，来年は１位をとりたいです。
手塚 陸 運動会で一番リレーが楽しかったです。次は優勝できるように頑張ります。
水上 真綾 わたしはマラソン大会です。女子の中で３位でした。来年も頑張ります。
武藤 花笑来 委員会です。４年になって委員会の仕事をやったけど楽しく出来ました。
森 さつき 遠足です。水族館で魚がたくさん見られてよかったです。
若月 羚央 マラソン大会です。順位が下がりましたが，次は３位に入りたいです。

『すこやかな笑顔あふれる子供達』 ４学年部長 武藤 晴代

今年度は特別な年となり，皆が経験のない生活を強いられてしまいました。多くの事に制限がありな

がらも子供達の学校生活が再開し，嬉しそうに学校での出来事を話す子供の姿を見ていると，今まで何

気なく日常を送れてきたことに改めて幸せを感じました。運動会・遠足・マラソン大会・授業参観等，

各行事において，子供達の一生懸命に取り組む姿，みなぎるパワーと元気な笑顔はとても眩しく，私達

の心は大きく揺さぶられ，子供達の健やかな成長に喜びを感じることができました。子供達が学校へ行

き勉強ができること，友達と共に過ごすことの大切さを親子で感じられた貴重な１年となりました。子

供達の笑顔を絶やすことのないよう，子供達と共に明るく健やかに過ごせることを願います。

教師生活３７年の最後に皆さんに会えて
良かったです。皆さんと楽しい１年間を過
ごすことができ，いい思い出がたくさんで
きました。いつまでも仲良く，そして何事
にも力一杯頑張ってくれることを願ってい
ます。保護者の皆様，ご協力ありがとうご
ざいました。 ４年担任 野尻 政彦

今年は金曜日が４年生の貸し出し日にな
りました。４年生は元気な人が多く，借り
るとすぐに校庭へ。高学年になっても読書
の習慣を続けてください。

司書 窪川 順子

休み時間には，いつも仲良く校庭で遊ぶ
様子がみられました。今年度は，大好きな
水泳も音楽祭もなくなり残念でした。４月
からは，高学年の仲間入りですね。元気な
みなさんの活躍を期待しています。

養護教諭 廣瀬 千春



阿部 歩夢 学校のルールを守り，やる時はしっかりやれる落ち着きがある６年生になりたいです。

上杉 帝斗 低学年生と遊んだり，こまっている人を助けたりできるやさしい６年生になりたいです。

遠藤未知典 みんな仲良くできるよう気をつけ，みんなが主人公になれる奥野田小を作りたいです。

北井 嘉一 こまっている人がいたら助ける，やさしくて勉強もがんばれる６年生になりたいです。

北井 侑奈 私は，明るくいつも笑顔な６年生になりたいです。学校全体を明るくしていきたいです。

澤登 一吹 臨機応変でルールを守り，明るく，人の話をしっかり聞ける６年生になりたいです。

鈴木 育美 低学年の見本になって，この学校を今よりももっと何でもがんばる学校にしたいです。

手塚 壱太 みんなに平等にやさしくでき，芸術でみんなを笑顔にしていける６年生になりたいです。

那須百合愛 ルールを守り，えがおであいさつできる，たよりがいのある６年生になりたいです。

廣瀬 美音 臨機応変に行動でき，だれにでもやさしく接することができる６年生になりたいです。

禹 佳欣 ルールをしっかり守り，低学年生を支える，明るく元気な６年生になりたいです。

いつも明るく，そして何事にも

全力で取り組む５年生。来年は，

最上級生として，奥野田小を引っ

張っていってください！応援して

います！！

学習支援 佐藤 友紀

どんなことにも思いっきり取り組

み，時にはめちゃくちゃ（！）にはじ

けて楽しむ１１名のみなさん。きみた

ちは奥野田小を明るく照らす太陽で

す！ ５年担任 雨宮 正

Ｄｏ ｙｏｕ ｌｉｋｅ Ｅｎｇ

ｌｉｓｈ？みなさんとの英語はとて

も楽しかったです。これからも笑顔

でいろいろなことにチャレンジして

ください。

英語専科 小宮山 公仁

『コロナ禍での活動』 ５学年部長 廣瀬 綾子
今年度は，新型コロナ感染症対策で常にマスクの着用，手洗い・消毒，黙って給食を食べる，密に

ならないなど，学校生活が変わり注意や我慢をしなくてはならない事が増えました。授業や行事の変
更に伴い，先生方の業務も増え子供達に，感染予防対策の指導も行って下さり感謝しております。保
護者としても，毎日の検温や健康観察を行うことで少しでも不安をへらしています。
今年の4月から，最高学年の6年生になります。状況は変化し続けますが，仲間を思いやり，助け

合い，今まで以上に学校での一緒に過ごせる時間を大事にして欲しいと思います。1年間，活動は中
止が殆どでしたが，ご協力いただき，ありがとうございました。



1

青木 優奈★作家です。本
が好きだからです。たくさ
んの人に感動してもらえる
ような本を書きたいです。

10

風間球志良　★プロゲー
マーです。ぼくのプレーを見
て尊敬してほしいし，みんな
を楽しませたいからです。

2

雨宮　亜蘭　★動物愛護団
体で活動することです。飼
育放棄や虐待された動物達
の命を救いたいからです。

11

梶原　　蓮　★サッカー選
手です。練習をがんばっ
て，有名なサッカー選手に
なって活躍したいです。

3

雨宮　歓太　★図書館司書
です。図書館に来た子ども
達に読み聞かせなどもした
いです。

12

木下　紗和　★マスコミ関
係の仕事をしたいです。見て
くれた人が喜んでくれるよう
な情報を届けたいです。

4

雨宮　駿太　★海上自衛隊
員です。船に乗って日本の
海を平和で安全にしたいで
す。

13

坂本　七海　★漫画家のア
シスタントをやってみたい
です。色々な漫画に出会っ
てみたいです。

5

石井　悠翔　★サッカー選
手です。日本人初のバロン
ドール賞をとって，人気を
集めたいです。

14

清水　紗良　★パティシエ
です。幼稚園のころからの
夢なので，たくさん勉強し
て頑張りたいです。

6

海瀬結衣南　★文房具メー
カーで働きたいです。いろい
ろな文房具を作って，いろい
ろな人に喜んでほしいからで
す。

15

反田　真理　★ゲームクリ
エイターです。誰もが楽しめ
るようなゲームを作って，遊
んでもらいたいです。

7
大須田　陸　★サッカー選
手です。オリンピックに出
て，優勝したいです。

16

武井ひかり　★Ｋ－ＰＯＰ
のメイクアップアーティス
トです。メイクは人をかが
やかせられるからです。

7

荻原　りん★写真家です。
家の庭の草花を撮ったり，
飼っている猫を撮ったりす
るのが好きだからです。

16

外崎蒼裟斗　★サッカー監
督です。自分のサッカーチー
ムを作って，かっこいいユニ
フォームを作りたいです。

7

掛本虎太郎　★画家です。
理由は保育園の時に描いてい
て，絵が得意だと思ったから
です。将来は画家になりたい
です。

16

沼田　陽菜　★美容師で
す。お客さんに似合うよう
に，喜んでもらえるように
髪を切りたいからです。



19

樋口　颯　★サッカー選手
です。日本代表になって，
ワールドカップで優勝した
いです。

三科　百音　★私の将来の
夢は今はわかりません。い
つか夢を見つけられるよう
にしたいと思っています。

20

廣瀬　薫　★シェフです。
自分が作ったおいしい料理
で，たくさんの人を笑顔に
させたいです。

向井勘九朗★サッカー選手
です。チャンピオンズリー
グに出場しＭＶＰをとり，
世界で活躍することです。

21

福島　雅　★ぼくの将来の
夢は，絵を描く仕事につき
たいと思います。そのため
にこれから努力します。

森口　鈴音　★看護師で
す。理由は一人でも多くの
人を助けて，患者さんの元
気な姿を見たいからです。

21

保坂　翔太　★将来の夢は
プロゲーマーです。ＣＲ
カップに出場して優勝しア
ジア１位になりたいです。

若月　琉羽　★バスケット
ボール選手です。オリン
ピックで活躍したいです。

21

21

21

 

21

21

「コロナ禍でも出来る事」 ６年部長 風間 今日子

世界中で広がり続けるコロナウイルス。昨年度の卒業生は，例年通りの卒業式が出来なくてかわいそう

だと思っていました。しかし今年度の６年生はそれどころではなかった。 私は奥野田小の父兄になって，

１６年目で今年が最後の年です。これまでは６年生になると目まぐるしく色々な行事があって，それを観に

行くのが楽しみでした。六年間の成長を共に感じられる最高の年に，今年の６年生は時が過ぎるのをじっ

と待つことしか出来ませんでした。親の私は不完全燃焼です。 そんな中でも出来る限りの運動会。行く

場所を変更しての修学旅行と，子供達の為にと学校側も必死で頑張ってくださいました。 先日は親子活

動で，ニューステンドグラスの写真立てを一緒に作る事も出来ました。 残す３学期はどうなるのか不安で

すが、時を戻す事は出来ないので，コロナ禍でも出来る事があると信じて過ごしていきたいと思います。１

６年間ありがとうございました。

「Never Give Up!!」 何事もあきらめず，夢に向かって進んでいってください！ 頑張るみんなの

姿はとてもかっこよかったです！ これからも応援しています。 ６年担任 岡村理恵

大好きなかわいいみんなと，また一緒に学習できて幸せでした。中学生になっても，自分と友

達を大切にできる人でいてください。ずっと応援しています。 学習支援員 広瀬美穂

卒業＆進学おめでとうございます。“You can !”    夢に向かって努力し続けてください。中学校

の英語もとっても楽しいと思います。頑張ってください。 英語専科 小宮山公仁

秋季大運動会



～卒業を迎えたあなたへ

青木 未花 ◆優奈ちゃん，卒業おめでとう。６年間しっかりと勉強して頑張ったね。
これから色々な事が待っているけど奥野田小の経験を生かして乗り越
えて行ってくださいね。これからも家族みんな応援してるよ。

雨宮真由美 ◆亜蘭，卒業おめでとう！６年間何事にも挑戦したことは立派でしたね。
小学校で経験したことを忘れずに，これからも広い視野を持ち，笑顔
を絶やさず，出逢いも大切に素敵な中学生になってください。

雨宮 全紀 ◆歓太，卒業おめでとう！心も体も大きくなり，歓太の成長がとてもう
れしいです。歓太は，好きなことをとことん追求する熱心な力，素敵
な心を持っています。自分のよさを大事に！！応援しています！

雨宮 全紀 ◆駿太，卒業おめでとう！楽しかったこと，上手くいかなかったこと・
・・思い出全てが駿太にとって生きる糧になっていますよ。いつも感
謝の気持ちを忘れずに！！夢に向かって頑張れ！ずっと応援しています。

石井由美子 ◆悠翔の頑張っている姿をずっと見てきました。運動会では赤組リー
ダーとして取り組む姿勢に成長を感じました。自分と周りの人を大切
にし，感謝の気持ちを忘れずに頑張ってください。応援しています。

海瀬美奈子 ◆結衣南，卒業おめでとう。あっという間の６年間，心も体もたくさん
成長したね。中学生になっても色々な事に挑戦して前向きに頑張って
ほしいです。応援しています。ガンバレ！！

大須田圭亮 ◆陸，卒業おめでとう！６年間小学校でたくさんのことを学んで成長し
真裕美 たね。お父さん・お母さんは，いつも，いつまでも陸を応援していま

す。これからも自分を信じて，自分のペースで頑張ってね。

荻原 若菜 ◆６年間，りんは本当によく頑張り成長したね。お母さんの心配は無
用でした。６年間で経験したことや気持ちは，これからのりんの力に
なると思うよ。いつでも応援しているよ。卒業おめでとう。

掛本 知希 ◆卒業おめでとう！虎太郎にとって小学校での６年間はどうでしたか？
知恵 きっとたくさんの出来事があったと思います。これからも感謝の気持

ちを忘れずに中学校生活を楽しんでね！夢に向かって頑張れ！

風間今日子 ◆球志良へ。卒業おめでとう！先生方の根気強いご指導のお陰もあり，
個性の強い球志良が，とても成長したなぁと，実感しています。奥小
に，先生方に，友達に感謝を忘れずに一歩ずつ進んで行ってね。

梶原 貴司 ◆蓮へ。６年間の学校生活，マイペースに自分らしく過ごせていたね。
実加 友達とも仲良く大切な仲間を作れたね。勉強も大事だけど仲間を大

切に！！これからも蓮らしく成長していってね。卒業おめでとう。

木下 優人 ◆奥野田小ではたくさんの経験をしたね。毎晩，紗和の一日の話を
里江子 聞きながら，一緒に笑ったり悩んだりしたこと，いい思い出です。中

学校へ行っても失敗を恐れずに。大丈夫！いつも応援しているよ。

坂本 直子 ◆卒業おめでとう。七海は6年間ブレずに成長してくれました。4月か
ら出会いも沢山あります。それを１つ１つ大切にし，色んな事を吸収し
て成長してね。毎日笑顔で過ごせる様，応援してます。



母から・父から～

清水 清美 ◆小さかった紗良が元気で学校に通えて，たくさん楽しい思い出も出
来，大きく成長したね。これからもいつも見守っているので中学校生
活，楽しく送っていってね。卒業おめでとう。

反田 リエ ◆６年間の小学校生活お疲れ様でした。５年生になってからは体調を
くずし，学校を休む事が多かったけれど，修学旅行には行けて良かっ
たね。中学校までには体力をつけて，勉強も頑張っていこうね。

武井 則光 ◆ひかりへ。いつも笑顔で前向きなひかり☆元気に成長してくれてあ
英子 りがとう。これからも周りに感謝し，周りの人達や自分を大切に中学

校でも頑張ってね！家族皆で応援してるよ。卒業おめでとう，大好き！

外崎 香織 ◆蒼娑斗へ。控えめだった蒼娑斗がこの小学校生活の中でさまざま
な役に立候補し，やりとげてきた事は大きな成長だね。この先も一番
側で応援してるよ。頑張ってね。卒業おめでとう！！

沼田 愛 ◆陽菜へ。気付けばすっかり大人の表情になっている陽菜に，少しの
寂しさと沢山の喜びを感じています。中学生になっても感謝の気持ち
を忘れず頑張ってね。パパとママはいつでも陽菜を応援しているよ。

樋口みゆき ◆明るくて，ユーモアがあって，誰にでもやさしい颯らしい６年間だっ
たと思います。中学生になっても，勉強，スポーツにがんばってくだ
さい。卒業おめでとう。

廣瀬 理美 ◆薫へ。卒業おめでとう。6年間，色々な事を続けて良く頑張ったね。
小学校で経験した事，学んだ事を生かして，中学校でも頑張ってね。
みんな応援しているよ。今後の活躍を楽しみにしています。

福島加奈子 ◆雅へ。卒業おめでとう。６年間，大変なこともたくさんあったけど，
苦手でも頑張る姿を見て，母としてもとても雅から色々なことを教わり
ました。中学生になっても雅なら大丈夫。家族はいつでも味方です！！

保坂 玲花 ◆卒業おめでとう。長いようであっという間の６年間，色々な経験をし
て沢山の思い出が出来たね。中学校へ行っても素敵な仲間と一緒に
さらなる成長を楽しみにしているよ。応援しているよ。

三科 佳子 ◆百音，卒業おめでとう。いつも冷静沈着で家族を助けてくれてあり
がとう。好きなことに熱中する集中力は，素晴らしいと思います。百
音の強みを生かし，さらなる飛躍を応援しています。

向井 孝至 ◆勘ちゃん，卒業おめでとう！ ！黄組のリーダーとしてたくましく成長し
恵美 た姿に，パパもママもすごく感動しました。小学校での出逢いや経験

❤を大切に中学校に行っても頑張ってね！！いつも応援しているよ

森口 泉 ◆鈴音へ。末っ子で甘えん坊だった鈴音が中学生か～。すっかりお
姉さんになったね。勉強も大事だけど，楽しく学校に行ってくれる事
が一番です。笑顔あふれる中学校生活になりますように。

若月 梨乃 ◆琉羽，卒業おめでとう！いつも優しく真面目な琉羽，そのままで，
中学校に行っても部活に勉強に頑張ってね！いつでも応援しています。



特集①：文化芸術による子供育成事業「東京交響楽団巡回公演」

子どもたちの感想より
〇なかには知らない曲もあったけど，とても楽しかったです。８０人も来たのでびっくり
しました。また，直接オーケストラを見に行き，東京交響楽団の人たちに会いたいです。
音楽の力ってすごいなと思いました。ラピュタの曲がすごかったです。（１年生）

〇音の高さも楽器によって違うことがよくわかりました。楽器の紹介があったので，何が
使われているのかよくわかりました。ワークショップで紹介された楽器もありました。
知っている曲がたくさんあって良かったです。これからも頑張ってください。（２年生）

〇私は「ディズニーメドレー」と「ラピュタ」がすごいと思いました。あまり知っている
曲はなかったけど，どれもすごいと思いました。初めてオーケストラの演奏が聞けて，
またオーケストラを聞きたいと思いました。知らない楽器もたくさんあったので，どう
やって演奏に使うのか気になりました。また学校に来て，演奏してほしいと思います。

（３年生）
〇どの曲も良かったけど，私が一番心に残ったのは「ディズニーメドレー」と「運命」で
す。「運命」は聞いたことがありましたが，オーケストラで聞くと，とても迫力がある
曲だと思いました。「ディズニーメドレー」は聞きなじみのある曲がたくさんあって，「ホ
ール・ニューワールド」が良かったです。（私は，ピアノで弾いたことがあります。）
指揮者も演奏者もすごかったです。 （４年生）

〇最後の「君をのせて」がとても盛り上がるように響き，とても綺麗な音色ですごかった
です。とくにバイオリンの音色が綺麗でした。バイオリンと打楽器が好きでした。色々
な楽器で，誰一人ずれていなかったのがすごいと思いました。 （５年生）

〇「ディズニー」の曲はよく知っている曲だったので，とても楽しかったです。こんなに
たくさんの人が色々な楽器を演奏しているのを見るのは初めてだったから，素晴らしい
演奏が聞けて良かったです。音楽は，素敵なものだなと改めて感じました。ハーブの音
色が私は好きです。もっと色々な曲を聞いてみたいと思いました。また，自分も好きな
曲を色々な楽器で演奏してみたいと思いました。 （６年生）

国の文化芸術による子供育成事業で「東京交響楽団」の公演を鑑賞することができ
ました。学校とＰＴＡ教養部の共催ということで，本来ならご家庭の皆様にも参加い
ただきたかったところですが，コロナ禍のため児童・ＰＴＡ執行部・教養部員・職員
だけの鑑賞会となりました。紙面ではありますが，その素晴らしかった演奏の様子が
伝われば幸いです。



特集②：「新型コロナウイルス感染症対策による

臨時休業中の家庭での様子について」

１ 臨時休業中の子供や家庭の様子

・当たり前にできていた事が出来なかった事が，本当に親も子供にもストレスになり

ました。

・生活時間の乱れ，気の緩みなど毎日のリズムが崩れがちになり，通常登校に戻った
ときに不登校にならないか不安だった。

・家族がそろう時間が増えたので普段遊べないお父さんとの時間が持てました。外出

できないストレスは子供より大人の方が感じていたと思います。子供は大人より柔
軟に環境の変化に対応していくものだと思いました。

・外出せずに家の中で過ごしていたので，テレビ，ゲームの時間が多くなりました。

・５月は親も仕事を休み，子供達とこんなに長い休みを過ごせたことは久しぶりなの
で，良い思い出になりました。

・家族としか会話がないため，家族間のコミュニケーションは高まりました。

・家庭では食事が一番の楽しみになり，普段あまり作らないようなメニューに挑戦し
ました。

２ 臨時休業中の家庭での楽しみ（子供達はこんな遊びをしていた。家庭ではこんな

ことに楽しみを見いだした等）

・クレープなどのお菓子作りや料理の手伝いなど。

・自転車での散歩や，ジョギング。
・塩の山など，あまり人が行かない所へ行く。

・１００円ショップの小物作り。

・庭でのバトミントン等（軽スポーツ）。
・庭でのキャンプやバーベキュー。

・家庭菜園。

昨年度末に降って湧いたような「新型コロナウイルス感染症対策による
臨時休業」。テレビのニュースによる第一報に，だれもが驚いたことでしょ
う。その後の学校やご家庭ではその対応に追われ，上を下への大騒ぎとな
ったことは，今も記憶に新しいのではないでしょうか。
今回の「さかみち」の特集では，その大騒動を思い出

していただき，どのようにご家庭で対応をしたのかをア
ンケート調査を行いました。是非ご一読いただき，現在
の第三波，また第四波が起こったとき（起こって欲しくはありませんが）
の参考にしていただきたいと思います。

長期に渡った臨時休業。「普通にできたことができなくなったストレスや，外出がで

きなくてつらい生活だった」などの苦しい生活が垣間見える内容がたくさん寄せられま

した。その反面，「久々に家族がそろった生活ができたので楽しかった」という回答も

ありました。



・普段勢揃いすることのない兄弟がステイホームで集まったため，みんなでゲームな

どで楽しく遊べた。
・お手伝いカードを作り，何かお手伝いをするとスタンプ１個。スタンプがたまった

らごほうびがもらえる。

・読書やパズルゲーム。
・ゲームや動画，ＴＶ視聴が多くなった。

・時間を決めて友達とオンラインゲームで会話を楽しんでいた。

・農家の我が家は忙しい時期なので，楽しめなかった。子供達には我慢させました。
・大人はひたすら仕事をし，感染しないようにとピリピリしていて楽しみを作る余裕

はありませんでした。

３ 臨時休業中での生活で苦しかったこと（苦労したこと，困ったこと等）
・どこにも行けず，目には見えないストレスがあったと思う。
・自宅では見せないYouTubeなどが，おばあちゃんの所ではテレビで見ることがで

き，長い時間の視聴が心配だった。

・食事の時間が不規則になり，だらだら食いになった。
・運動不足。

・思いのほか食費が掛かった。

・長時間子供と過ごせる大人の確保が難しかった。
・子供の昼食のために，一度家に戻らなければならないことが大変だった。

・子供が体調を崩したときに，病院での感染のリスクを考えると，行くことがためら
われた。

・毎日少しでも勉強させたいと思いましたが，全くしない日も多かった。

・普通なら学校で勉強をしている時間を，全て全力でゲームと動画に使っているのを
毎日仕事から帰ってきて目の当たりにするとき。

４ 家庭での新型コロナウイルス感染症対策

・とにかく手洗い，うがい，マスク，手の消毒。

・食事時に対面を避ける。

他者に会わないようにサイクリングやジョギングなどで運動するご家庭の様子が寄せ

られています。また庭でバトミントンなどの軽スポーツやバーベキューなど，アウトド

アの活動を楽しむご家庭も多かったようです。また料理やお菓子作りなど，食べるもの

を作ることに取り組んだという回答もたくさんありました。ですが，やはり家の中では

ゲームをしたりテレビを視聴する時間が多かったようです。

やはり休業中の心配事と言えば，「子供達だけでの留守番」が一番だったようです。

特に低学年の子供がいるご家庭では，不安も大きかったことでしょう。また苦労したこ

とは「お昼の準備」が多く上げられています。そのため給食のありがたみがよく分かっ

たという声も寄せられています。更に食費も思いのほか掛かったという回答もありまし

た。そのほかに感染のリスクを考えると病院にも気軽に行けないなど，体調不良の時の

対応に苦慮する声もありました。子供達に目を向けると，ゲーム等に多くの時間が割か

れ，生活が乱れていったという声が多数ありました。



・食べる前には必ず手を洗う。同じ袋のお菓子をみんなで食べない。

・不要な外出はしない。
・外出したらその辺りを触らない。他者に近づかない等基本的な対策のみでした。忘

れないように声かけをしていたら，私たち親にも「手洗いした？」と聞いてくれる

ぐらい対策が身につけられたと思います。
・まめな歯磨き。同じコップは使わない。

・タオルは使わずペーパータオルを使用。スマホ，ゲーム機等を一日数回のアルコー

ル消毒。

５ 新型コロナウイルス感染症終息後に家族でやりたいこと

・旅行。

・子供たちが行きたいところ。夏休みも短かったので思い

出を作ってあげたい。
・とりあえず，コロナ前の生活に戻りたい。

・県外の親戚やおじいちゃん，おばあちゃんにあまり会え

なかったのでたくさん会いに行きたい。
・子供の友達やその親御さん達と一緒にバーベキューをした

り，子供達がやりたいことを思いっきりさせてやりたい。

・マスクを外してショッピングモールなどへ行き，買い物が
したい。

・カラオケに行きたい。

一番多かった回答は予想通り「旅行」でした。１０月に始まったGo To トラベルは

現在停止の状態。ご家庭ではそれらを利用するなどして旅行に行く予定も立てられて

いたことと思います。 ですがやはり感染のリスクを考えると，二の足を踏むご家庭も

多かったのではないかでしょうか。２月時点で２度目の緊急事態宣言が出されている

地域もあります。気軽に旅行に行ける日が早く来ることを願っています。その次に多

かった回答は，「マスクの無い生活，以前の日常生活に戻りたい」「おじいちゃんやお

ばあちゃん，親戚に会いたい」などでした。どれも切実な思いだと思います。「with

コロナ」の新しい生活様式が定着してきていますが，一日も早い新型コロナウイルス

感染症の終息に向けてこれからも取り組んでいきましょう。

◎学校ではこれからも以下の取組を継続していきます。

・３密を避ける活動を心がけ指導にあたる。

・マスクの着用、手洗い・手の消毒などの衛生管理。

・不要不急の外出を避ける。

手洗い・うがい・マスクの三点セットに手の消毒という回答が一番多くありました。

やはりこれが基本中の基本となる予防方法でしょう。これ以外にも，テレビなどの番組

で言われている予防方法を取り入れているご家庭が見られました。また政府からの呼び

かけに応じ，外出の自粛を行い感染予防に努めたご家庭がほとんどでした。これらの努

力のおかげで奥野田小，ひいては甲州市でも感染を防げていると思います。これからも

この取組を行い，感染者ゼロを目指して各家庭で頑張っていきましょう。



～令和２年度 ＰＴＡ専門部の活動～
施設部長 佐藤 愛弥

施設部では，コロナ禍の影響もあり毎年５・６月頃に行っている作業が出来ませんでした。そん

なコロナ禍の中，８月２９日が年１回のPTA愛校作業でした。残念でしたが有価物回収は中止にな

り，施設部役員はここで高窓清掃をしました。今年は天候に恵まれ，水が気持ちよく感じるくらい

の良い天気の中でスムーズに作業を終えることができました。準備してくださった先生方，施設部

役員の皆様ありがとうございました。そして校庭の作業は密を避けるため子供の参加を見送り，マ

スク着用で大人だけでの早朝からの作業となりました。お忙しい時間帯で各自準備をし，学校まで

来るのは大変だったと思いますが，子供達が安心して楽しく元気に学ぶ・過ごせる環境を整えられ

たと思います。先生方をはじめ，PTA執行役員の皆様，他役員の皆様，たくさんの保護者の皆様，

ご協力感謝しております。１年間ありがとうございました。

教養部長 桐原 理恵

教養部では東京交響楽団をお迎えして音楽鑑賞会をしました。普段，余りクラシックを聴く機会

がなかったので今回とても貴重な経験をさせて頂きました。テレビ等でオーケストラを見る事はあ

りましたが生で観て聴く演奏はとても素晴らしく，優しいメロディーや迫力のある演奏で終始感動

の嵐でした! また，楽器の一つ一つを演奏を交えながら教えて頂き子供たちも楽しく楽器の種類や

その楽器の意味を覚える事ができたと思います。知っている曲が演奏されると，子供たちも拍手で

リズムをとったり，体を揺らしてとても楽しそうな様子でした。今年は新型コロナウイルスの影響

で開催も危ぶまれましたが，東京交響楽団の皆様，先生や役員の皆様の徹底した感染予防策のおか

げで無事開催できる運びとなりとても感謝しています。また，企画，準備をしてくださいました先

生方，役員の皆様，子供たちの感染予防に御協力して頂いた保護者の皆様に重ねて感謝します。あ

りがとうございました。

～編集後記～
コロナの感染拡大により臨時休校から始まり，大きな不安と生活の変化があった令和2年

度。そんな中，オーケストラ公演が実現でき，子供達には楽しみの時間となったと思います。
特集②では，コロナによる不安や苦痛だけではなく，楽しかった事にも目を向け，こんな時
だからこそ明るい話題を皆様に提供したいと思い，アンケートを作成しました。これからも
感染予防対策をしながらの生活が続きますが，子供との時間を大切にし，見つめ直す時と思
って過ごして行きたいと思います。
最後になりましたが，今号の発行にお力添え頂いた先生方，アンケートにご協力いただい

た保護者の皆様に深く感謝申し上げます。
令和２年度 報道部長：廣瀬 真純 副部長： 青木 未花

部員：小林 香理 角田 真希 森 なおみ 澤登 三恵
向山 紀子 窪川 順子 野尻 政彦

保体部長 遠藤 明子

保体部では，春の全国交通安全運動に先駆けて４月８日より街頭立哨指導からスタートし，２日

後には臨時休校となってしまったことが思い出されます。秋には予定通り行うことができました。

快く引き受けて頂いた保護者の皆様ありがとうございました。今年度は残念なことにコロナの影響

で，ここ数年で定着してきた有価物収集についても，保護者の親睦を深めるための親善球技大会も

中止となってしまいまいました。そんな中でも密を避けながら，いろいろな制限はありましたが，

運動会・マラソン大会は実施され，駐車場の交通整理，マラソン大会での立哨をボランティアのみ

なさんと協力し実施することができました。例年通りが通用しない年となり，この経験が今後の運

営に少しでも役立てることができればと感じました。運用・スケジュール変更の対応をしてくださ

った先生方をはじめ役員の皆様，保護者の皆様，１年間保体部の活動にご協力いただきありがとう

ございました。


