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さあ ， 待ち に待 った 夏休 み です 。３ ３日 間の 長い

休 みに な りま すが ，計 画倒 れ にな って しま わな いよ

う に気 を つけ たい もの です 。 休み 前に 色々 思い を巡
ら し素 晴 らし い計 画を 立て る のは いい ので すが ，中

々それを実行できないのが本当のところです。つまり，あれもこれもと目当てをたくさ
んつくりすぎて，一つも実行できずに終わってしまうことです。そして，休みが終わる

２～３日前から焦り始め，たまったドリルや宿題に追われ，２学期始業式当日を体も心
も疲れた状態で迎えるということに・・・，こうならないためにも，休みの期間中は規

則正しい生活リズムで過ごすことが大事です。無理をしないでできる範囲で，大きな目
当ては一つにしぼり，それに向かって挑戦してください。

作文の題材になる種がいっぱい詰まっている日記，その日の

出来事を思いだし心のふるえを日記に綴る。そういう習慣をつ
くることができればいいですね。夏休みはそれができるいいチ

ャンスです。とっても（うれしかったこと・かなしかったこと
・おもしろかったこと・くやしかったこと・あたまにきたこと・たのしかったこと）な

ど書かずにはいられないことを書き留めておくことが大事です。そして，後から読み返
してみて，「作文に してみようかな 」と思ったら，日 記をもとにどんど ん書き進めてい

くことができます。つまり，日記から作文ということです。いきなり作文を書くといっ

ても中々できません。日記を通して書く方が，書き出しや構成を考える際にも役立つは
ずです。心がふるえたことがあったら，まず日記に書いてみましょう。きっといい作文

の題材が見つかるはずです。

【いい本との出会いを！】
みなさんは今までいろいろな本と出会ってきたと思いますが，その中で，今でも話の

内容をちゃんと覚えている本があるでしょうか。そしてそのことを家族や友達に話すこ

とができるでしょうか。一冊でも心に残る本があれば，その本を読んだ人の心は豊かに
なっていると思います。また，その本がこれから生きていく上での素晴らしい友達にな

っていくこともあります。これからいろいろな本との出会いが待っているはずです。そ
の中から１冊でも２冊でも心に残る本を見つけたいですね。そして，そんな本に書かれ

てるお話は一生忘れることができないものとなります。家族一人一人がそんな本をもっ
ている・・・。とても素敵なことですね。

自由研究・夏休み作品づくりに挑戦してみては・・・
長い夏休み，普段学校の勉強ではできないことに取り組んでみてはいかがでしょうか。

市浦の自然に関すること，市浦の文化に関することなど様々あると思います。また，心

に残った楽しい思い出を絵にしたり，工作や習字などの大作に挑戦したりと，集中して
取り組めるいい時期でもあります。今年は夏休み明けの作品展も復活するそうです。

暑い夏ですが，頑張って挑戦してみましょう。

ー自然情報ー 理 科の時 間６年 生と一 緒に ，「枯れ た植物 を食べ る動物 」

の学習の一環として学校の周りを散策しました。以前から，ここは植物や昆虫の種類が
多く豊かな自然がいっぱいあ るところだなあと思っていま したが，またまた，色 々な発

見が ありま した。 コバノ フユイ チゴ（ マルバフ ユイチ ゴ）が 至る所 に群生 していま し
た。 今は白 い花を 咲かせ ていま すが， ８月から ９月に かけて 赤い熟 した実 をたわわ に

実ら せます 。食べ てみる と少し 酸っぱ い感じが して美 味しい です。 夏休み にでも， ゆ

っく り歩い て見つ けたら ちょっ とつま んで食べ てみま しょう 。また ，クワ の木もた く
さん ありま した。 今の時 期，赤 い小さ な実と黒 っぽい 実を実 らせて います 。黒い実 の

方が 熟して 美味し いです が，歯 や口の 周りが黒 紫色に 染まっ てしま います 。たくさ ん
集め てジュ ースに したり ，ジャ ムにす ることが できま す。と にかく 一度食 べてみて く

ださ い。そ の他に も，サ ンショ ウや（ オオバ） クロモ ジ（サ ンショ ウは今 ，緑色の 実
をた くさん つけて います 。これ からだ んだん赤 くなり ますが ，５～ ６コ採 取してき て

醤油の中 に入れておくと ，これまた上品な 高級醤油に早変わ りです。（好きずき はあり
ますが・ ・。）クロモジは和 菓子を食べるとき に使う高級爪楊枝 の材料になりま す。ク

スノ キ科特 有の何 とも言 えない ハーブ 系のいい 香りが します 。葉っ ぱを指 でこすっ て

臭い を嗅い でみる と一目 瞭然で す。こ のように 私たち の身近 には生 活に役 立つもの や
食べ られる もがた くさん ありま す。今 から一つ ずつ覚 えてい って， 友達や 身近な人 に

伝え ていく ことが できれ ばいい ですね 。そのた めにも ，自然 を知る こと， 環境を知 る
ことが大事になってきます。この素晴らしい自然をいつまでも残していきたいですね。

コバノフユイチゴの葉と花 コバノフユイチゴの実 クワの葉

クワの実 サンショウ オオバクロモジ（日本海側）

夏休みは色々な発見のいいチャンスです。学校の周りはもちろ
ん，家の周り，海，山，川などで見つけてみましょう！

８月行事予定
６日（日） ２学年親子レク

２４日（木） 第２学期始業式・児童集会・貯金集金袋配付

２８日（月） 職員会議・教育実習開始
２９日（火） 水泳教室（２・４・６年）

３０日（水） 学習状況調査（５学年）
３１日（木） 水泳教室（１・３・５年）


