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作 谷 沢 小 ･ 中 学 校 だ より
令和 ２ 年 １ ０ 月２ ８ 日号

～前期終業式・後期始業式

校長講話より抜粋～

10 月２日に 94 日間の前期が終わり、10 月６日に後期が始まりました。
これまでの児童生徒の活動をふり返り成長を実感するとともに、自分を大切にする言葉として、自分の短
所は、考え方ひとつで長所にもなることを共に考えました。物事を前向きに捉えて日々生活することは、子
どもたちだけでなく大人にとっても大切なことであると感じています。相模小・山辺中との統合に向けて、
交流学習が本格的に始まりました。子どもたちの声に耳を傾けながら、子どもたちの背中をやさしく押して
あげられるよう学校でも見守ってまいります。

「児童生徒の発表」より
前期をふりかえって

小３年

渡邉

友偉

ぼくには自えい官になるという夢があります。その夢に向かって、外国の人と
話せるように英語を習っていて、体をきたえて強くなるために空手をしていま
す。でも、明日から夏休みというときに、自分の不注意でけがをしてしまいまし
た。骨折で全治 2 か月。今年は、コロナのせいであまりけいこにも行けない日が
多くなりました。すると、空手に行きたくない気持ちが出てきてしまいました。
家にいるとテレビやゲームができるし楽ができます。でも、気づいたら体はだる
いし、七つある道場訓をせっかく覚えたのに、忘れてしまっていました。このま
まではぼくの夢がかなわなくなってしまう気がします。
後期は、前期もがんばっていた算数の勉強を中心にがんばり、空手も気を引き
しめてがんばります。しんさ会にちょうせんして青おびをとること、英語の検定しけん合格を目ざし
てがんばっていきたいと思います。

前期を終えて

中1年

吉田

芽生咲

中学校に入学して約半年が過ぎました。私は、前期成長したと思うことが 2
つあります。
1 つ目は、中学生としての気持ちです。今年の運動会では実行委員を務めま
した。運動会を運営するのは大変で、責任を負わなくてはならないことも数多
くあり不安でした。しかし、てきぱきと活動する先輩方を見て、私も自信を持
って活動する気持ちができました。
2 つ目は勉強です。正直、私は勉強が好きではありません。得意な教科のワ
ークや自主勉は進んでやるものの、苦手な教科にはなかなか取り組みませんで
した。中学校になると内容がぐんと難しくなり、分からないところが増えてい
きました。そこで、私はドリルやワークの分からないところを先生に積極的に
聞くようにしました。そうすると疑問がどんどん減り、手をつけていなかったワークにも取り組め
るようになりました。
しかし、反省点もあります。1 つ目は部活動です。初めの方は声を出して真面目に活動できます
が、終わりに近づくとかけ声が減り、力を抜いてしまうことが多くありました。今後は、最後まで
気を抜かず、こつこつと練習していきたいです。
次に生活リズムです。小学生のときは、遅くとも 10 時位には寝るようにしていました。しか
し、最近は 11 時近くまで起きていることが多くなりました。勉強時間を工夫したり、夜やってい
ることを朝やってみたりなどして、10 時には布団に入れるように努力していきたいです。今後
は、その課題を解決していくために、改善できるところを見つけて実行し、中学生らしい自分にな
っていきたいです。

後期がんばること

小 1・2 年（秋山 梅、樋口 愛翔、横山 ここ、樋口 愛音）

う め

わたしは、ひきざんがとくいになりました。こうきは、かんじをたくさんならうので、
かきじゅんをおぼえたいです。そして、えにっきなどでつかいたいです。
まなと
ぼくは、さんすうのけいさんドリルをがんばりました。こうきも、さんすうのけいさん
をがんばります。すらすらできるようになりたいです。
こ こ
わたしは、あさがおのおせわをつづけました。えやきづいたことをみつけてかきました。
こうきは、こくごリーダーとして、はきはきとべんき
ょうをすすめたいです。
あいら
わたしは、こうき、自分でじっくり考えて勉強に
とりくみます。自しゅ勉強でもふく習して、テスト
のまちがいを今よりなくしたいです。それから、
ほうかごのあそびでは、１年生となかよくあそびた
いです。

後期の抱負

中２年 加 藤 優 綺

私は前期、自分からできることがないか考え実行しようと努力してきま
したが、実行しようと思っているだけで終わってしまうことがありました。
そのことを残念に思っています。今日からは、前期の思いを生かせるように
努力しようと考え、三つの目標を立てました。
１つ目は、部活動についてです。先月、地区新人大会がありました。私は
この大会で満足のいく試合ができませんでした。しかし、ボールに回転がか
からないときはどうするかという新しい課題と、フットワークができていな
かったなどの弱点も見つけることができました。その課題と弱点を克服でき
るようにこれから練習していきたいです。
２つ目は、学習についてです。私は、家に帰ってからの学習時間が短いと思いました。テスト前
の期間は、3 時間くらい学習することを目標にしています。しかし、いつもと変わらない学習時間
になっていました。計画通りに行うことができていないので、後期は実行できるような計画を立
て、がんばりたいです。

【相模小との交流・児童の感想より】
10/9 相模地区探検・芋煮会
はじめてのいもにかいだったけど、みんなたのしくできたのでよかったです。なまえをおぼえたこは、
りせちゃんとあいりちゃんとみはなちゃんです。それでおともだちになりました。 （１年 秋山
梅）
いもにかいでいもにをたべておいしかったです。らいねちゃんとあそびました。 （１年 樋口 愛翔 ）
まちたんけんでみんなときょうりょくしてあそぶことができました。こせきひなたちゃんといっしょに
いもにをたべました。きょうは、さがみ小でいっぱいあそべてたのしかったです。 （１年 横山 ここ）
16 はんのみんなといもにをたべてたのしかったです。なかよくなった人はことみちゃんです。高学年の
人はいっしょにあそんでくれたので、やさしかったです。
（２年 樋口 愛音）
班のめあてもクリアできたし、友だちも前よりたくさんできたのでうれしかったです。
（３年 渡邉 友偉）
前に来たときより友達ができたし、おいしい芋煮をたべられてよかったです。また
相模小の人と食べたいです。きずなを深められました。
（３年 樋口 隼翔 ）
初めての班だけど、なかよく楽しく中央公園でおにごっこをしたり、白山神社でチ
ェックポイントをクリアしたりしてきずなを深められました。 (４年 秋山 日芭 ）
中央公園で、ちがうはんの人ともいっしょにおにごっこをして、ひいろ君と友達
になれたのでよかったです。
（４年 佐藤 遼一 ）

いもにを食べるとききんちょうしたけれど、松田君と食べました。公園でだるまさんがころんだ、神
社のおまいりをして楽しかったです。
(４年 樋口 翔太)
遊んだり芋煮をおいしく食べたりして、前よりもきずなが深まり楽しかったです。
（４年横山 莉子）
相模小の人といっぱいなかよくなりました。おにごっこをしていっぱいつかまえられてうれしかった
です。そら君と作谷沢や相模のことを話して楽しかったです。
（５年 吉田 朝澄眞）
相模小のみんなとおにごっこをしてたくさんお友達ができました。６年生の女子とも友達になって、い
っぱい「遊ぼう。
」とさそわれてうれしかったです。いっぱい話をしておいしい芋煮が食べられました。
（５年 吉田 美香 ）
たくさんの人の名前を覚えられました。中央公園では、遊具で遊んだりおにごっこをしたりして楽し
かったです。21 班のリーダーのゆいかさんと１年生のゆずほさんと芋煮を食べておいしかったです。友
達もふえてきずなを深められたと思いました。
（５年 吉田
碧）
いもにを 2 はい食べました。みんなで食べたので、とてもおいしく感じました。おにごっこをして速
い人がいたのでもっと練習したいです。
（６年 加藤 龍樹 ）
22 班・23 班の人たちと話しながら楽しく芋煮を食べることができました。とても楽しかったです。
（６年 樋口 颯希 ）

【10/17 創立記念式 児童・生徒のことば】
小 5 年 吉田 碧
作谷沢小学校で過ごすのも今年で最後になりました。今年は高学年と
して低学年のめんどうを見るのをがんばりました。わたしが１・２年生の
ときは、わからないことがあると高学年のお兄さん、お姉さんに何でも聞
いていました。わたしもみんなにたよられる手本のような高学年になり
たいとがんばってきました。やさしい言葉づかいと進んで仕事をするこ
とを心がけました。すると、今までは「まあいいや。
」と思って拾わなか
ったゴミも拾えるようになっていました。つねにお手本になるように心
がけていたからだと思います。
来年は、6 年生になります。相模小学校に行っても作谷沢小学校で身に付けたことを生かし
て、進んで行動できる 6 年生になりたいです。創立 144 周年おめでとうございます。これから
もわたしたちを見守っていてください。

中 2 年 吉田 茜
作谷沢小学校 144 周年、作谷沢中学校 73 周年おめでとうございます。
作谷沢小・中学校は、長い間私たちと作谷沢地区を見守ってくださいま
した。私は、地域の方々と小中学生で行った活動が心に残っています。
例えば、まんだらの里雪の芸術祭では、作谷沢の強みを生かしみんなが
一丸となって地域を盛り上げていると思います。また、行事などで仲良
く活動する姿、勉強や部活動で教え合う姿は、作谷沢小・中の誇れる姿
だと思います。これらのことは、私たちだけで築けたのではありませ
ん。地域の方々が協力してくださったり、見守ってくださったりしたお
かげでもあり、保護者の方が支えてくださったおかげでもあります。とても残念なことに今年
度で作谷沢小・中学校は閉校してしまいます。ここで学んだことや、みんなとの思い出を忘れ
ることはありません。作谷沢の伝統、そしてこの校舎を胸に刻み、次の学校でも頑張っていき
たいです。残りの半年間、今までお世話になった方への気持ちを忘れず、みんなと楽しく過ご
したいです。

【10/24 収穫祭】【ブラスアンサンブル演奏会】

【50 年前の芋煮を再現する会 の皆様と一緒に】

【ようこそ 菊地悦郎先生】
10/6～学習指導員の先生として
お世話になっています。（小学校）

11 月の行事予定
２日 (月)振替休日(10/24 分)
6 日 (金)小 4 年社会科見学
8 日 (日)安達峰一郎平和弁論大会
10 日 (火)相模小との交流会
13 日 (金)生徒会役員改選（中）
14 日 (土)やまのべ教育の日
19 日 (木)閉校実行委員会⑤

