平成１７年度に行われた雲浜小学校行事の
中で、児童はもちろん、先生方や保護者にと
って最も印象的な思い出のひとつとして、
「オ
ーストラリアからの児童受け入れ」をピック
アップしてみました。
雲浜小学校の歴史上、外国人の児童が長期
（１週間）滞在することは初めてだったそう
です。
オーストラリアの児童も緊張と不安でいっ
ぱいだったと思いますが、受け入れ側も初め
ての事ばかりで大変だったと思います。
ホームステイ先の皆さんが苦心された点
や、校内での出来事、地域の皆さんとの触れ
合いの場面を、写真を交えてほんの一部紹介
します。

ホームステイ受入家族の皆さんの感想…（市教育委員会アンケートより抜粋）
・頭ではわかっていても、ホストとしての役割を実践する難しさに直面した。
・就寝時間、起床時間が規則正しく、日本（自分）の子どもにも見習わせたい。
・和室、布団を気に入ってもらって良かった。
・ホストファミリーとしてもっと語学の勉強（準備）をしておくべきだった。
・文化、生活習慣の違いを感じ、自分たちの生活を見直す良いきっかけになった。
・英語をより身近に感じ、家族みんなでコミュニケーションに取り組めた。

けん玉に挑戦！ ↑
最近は、日本の子どもも触れる機会が
減ってますよね。 楽しそう・・・。

ごく一部しか紹介できませんが、食事や健康に気を遣われた方々が多く
見られました。言葉の壁は「なんとかなる」ということです。
大役、お疲れさまでした。

運動会の締めくくりはみんなでダンス

ターミナルセンターで餅つき

楽しい給食

えーと、このダンス、なんていう名前
でしたっけ？
（答えは 8 ページ）

地域の皆さんともふれ合いました。
不思議な作業に思えたでしょう。

オーストラリアの児童も、上手にお
箸を使って食べていました。

・オーストラリアのお友だちがホームステイ
・こんなことしたよ いろんな思い出ができたね（1〜3年生、4〜6年生）
・平成１７年度卒業生 ぼくの未来 わたしの夢 (雲組、浜組)
・ＰＴＡ活動報告
(環境安全・資金研究、交流・ベルマーク・情報)
・アンケート結果＆委員会総括

雲浜小学校ホームページには、今回使用した写真
以外にも学校行事、ＰＴＡ活動などいろいろと掲
載されていますので、ぜひご覧ください。
<ＨＰアドレス>

http://edu.city.obama.fukui.jp/unpin/

「昔からの遊び」
おばあさんに教えてもらったよ。

「でっちようかんをつくったよ」

１年生

あんこをいれるよ。そうっとまぜよう。

お手玉、むずかしいな。
高くあげるとできたよ。

「よもぎのもちつき」
いいかおり。お米がおもちになっていく！

２年生

「雲浜探検隊」
いざ、出発！ どんな虫がいるだろう。

「石臼できなこづくり」
ごりごりって、音がするんだね。

「手づくりねり製品にチャレンジ！」
おいしくな〜れ おいしくな〜れ
いいにおいがしてきたね！
できあがりが楽しみ〜

３年生

すごいな〜！ 丸い大豆が粉になったよ。
とってもいいにおい！

４年生

「若狭伝統工芸体験」
世界にひとつだけのお箸。今でも大事に使っているよ。

「ふるさとの偉人に学ぶ」
山口嘉七さんありがとう。
今の住みよい小浜は、嘉七さんが努力
してくれたおかげです。

「山川登美子」
雲浜にこんなすごい人がいたんだね。

５年生

「赤ちゃん抱っこ」
温かくて、いいにおいがする。

「へしこづくり」
さばくのは初めてだけど、うまくいったぞ。
早くへしこができないかなー。楽しみだなー。

６年生
「修学旅行で班別活動」
大阪の水は、雲浜の水より汚れているなー。
雲上水とどちらがおいしいかなー。

雲組担任

畑田雄也

ご卒業おめでとうございます。あっという間の２年間でしたね。みなさんと過ごしたこの２年間は一
生忘れることはないでしょう。中学校に行っても、夢を忘れず何事にも全力でチャレンジしていって
ください。ずっと君達の活躍を応援しています。2年間、本当にありがとう。
ぼくの将来の夢は、トヨタの
学校へ行き、自動車整備士に
なることです。そして自分の
車ショップを作りたいです。

ぼくの将来の夢は、医者にな
って多くの人を助けることで
す。そのためにも中学で勉強
をがんばりたいです。

僕の将来の夢は、小学校の先
生になることです。いじめや
一人ぼっちでいる人などをな
くし、最高の学校を作りたい
です。

ぼくは、中学校にいったら柔
道部に入りたいです。将来は
、柔道の選手になっていろん
な大会に出たいです。

ぼくは、中学校に行ったら柔
道部に入って体を強くしたい
です。勉強もがんばるし、友
達もたくさん作りたいです。

中学校にいったら、柔道部に
入りたいです。体力をつけて
、団体や個人で県大会に出た
いです。たくさん試合で勝ち
たいと思います。

ぼくは将来、医者になってみ
たいと思います。医者になっ
ていろいろな人の命を救い、
幸せにしてあげたいです。

ぼくは、中学校にいったらサ
ッカー部に入って、サッカー
をがんばりたいです。勉強も
がんばってサッカー選手にな
りたいです。

ぼくの将来の夢は、山の猟師
になることです。おじいちゃ
んが山の猟師なので、つごう
と思ったからです。

ぼくは、パソコンなどを作る
仕事をしたいと思っています
。そのために中学校で勉強を
して夢をかなえたいです。

僕は、中学にいったら、バス
ケ部に入りたいです。そして
バスケが上手になりたいです
。試合にも出てみたいです。

中学に入ったら、野球部に入
りたいです。勉強も努力をし
たいです。将来は、プロ野球
選手になりたいです。試合に
も出てみたいです。

僕の夢は、スポーツ選手に
なることです。せいいっぱ
いがんばります。中学校へ
行ったら小学校で苦手だっ
た教科もがんばります。

ぼくは、中学校に入っ
たらバスケ部に入りた
いです。将来の夢はゲ
ーム会社の社長になる
ことです。

ぼくの夢は、獣医になるこ
とです。動物が大好きなの
で、いろんな動物のことを
調べてけがや病気を治した
いです。

ぼくの夢は、サッカー
選手になることです。
中学校にいったら、サ
ッカー部に入ってがん
ばります。

ぼくの夢は、バスケット選
手になって試合で活躍する
ことです。中学校にいった
ら、バスケット部に入りた
いです。

ぼくの将来の夢は、消
防士になって人をたく
さん助けることです。
世界一の消防士を目指
してがんばります。

私の夢は、ケーキ屋さんにな
ることです。いろんな人にケ
ーキを食べてもらいたいし、
喜んでもらいたいからです。

中学校に入ったら、部活と、
勉強でちゃんとみんなについ
ていけるようにがんばりたい
です。

私の夢は、学校の先生になる
ことです。みんなに夢と希望
をあたえられるような、カッ
コいい先生になりたいです。

私は中学に入ったら、勉強も
部活も一生けんめい取り組み
、将来は明るくみんなに好か
れるような人になりたいです
。

中学生になったら、友達をい
っぱい作りたいです。部活は
、ソフトボール部に入ってが
んばります。勉強もがんばり
ます。

私の将来の夢は、芸能人にな
って色々なテレビ番組（バラ
エティー）に出ることです。
活躍して、仲間由紀恵さんと
お友達になりたいです。

私の将来の夢は、保育士にな
ることです。保育士になって
いろいろな子どもといっしょ
に遊んだりしたいです。

私の将来の夢は、イラストや
まんがをかくことです。みん
なに楽しんでもらえるような
ものを作りたいと思っていま
す。

中学に行ったら、新しい友達
をたくさん作って部活や勉強
をがんばりたいです。そして
、楽しい中学校生活を送りた
いです。

私の将来の夢は、保育士にな
ることです。みんなから好か
れる保育士になりたいと思っ
ています。

私は将来、資格を取って世の
中のために働けるような仕事
につこうと思っています。こ
れからも日々努力していきま
す。

私は絵をかくことが大好きで
す。だから、イラストレータ
ーになって、みんなが気に入
ってくれるような絵をかきた
いです。

平成17年、太陽系で10番目となる新たな惑星が発見された。
9番目の惑星、冥王星発見から実に75年ぶり。

浜組担任

西島義信

ご卒業おめでとうございます。皆さんは、小学校での６年間で体も心も大きく成長されました。しか
し、まだまだ素晴らしい可能性を秘めています。中学生になってからますます活躍されることでしょ
う。感謝の気持ちを大切にして、夢に向かってがんばってください。応援しています。
ぼくの将来の夢は、プロ野球
選手になることです。中学校
に行っても野球をやってどん
どんうまくなってプロを目指
したいです。

僕の夢は、特に決まってない
けどバスケット選手になりた
いです。中学校に行っても、
バスケット部に入りたいです
。勉強もがんばりたいです。

僕の将来の夢は魚屋の社長に
なることです。なぜなりたい
かというとお客に新鮮なまま
あげたいからです。

僕の将来の夢はバスケット選
手です。バスケット選手にな
って、色々な所で活躍したい
です。頑張りたいです。

自分の将来の夢は、ＷＲＣの
ドライバーになることです。
車に関係した職業につくのが
夢なので一生懸命努力をした
いです。

夢はプロのバスケットプレー
ヤーです。すごいプレーをし
てみんなを喜ばせたいです。
中学校の部活がその第一歩目
なのでがんばります。

将来の夢は、まだ決まってな
いけど、中学にいったら決め
るつもりです。勉強も部活も
がんばりたいです。部活は、
バスケ部にはいりたいです。

僕は、将来何の職業になりた
いとかいうことは具体的には
決まっていません。でも人を
守れる仕事をしたいです。だ
から今からでも人に優しくし
て夢を実現したいです。

僕の将来の夢は、バスケット
選手です。中学校に行ったら
、バスケット部に入るつもり
です。勉強もがんばりたいで
す。

僕の夢は、特に決まったこと
はないけれどサッカーが好き
だからサッカー選手になりた
いです。部活はサッカー部の
予定です。

僕の将来の夢は、プロ野球選
手になることです。たくさん
ホームランを打てる選手にな
りたいです。そのためにもっ
と頑張りたいです。

僕の将来の夢はサッカー選手
になることです。そのために
色々なことを頑張りたいです
。中学校では勉強についてい
けたらいいです。

ぼくは将来、学校の先生
になりたいです。学校の
先生になったら、子ども
たちにいろいろなことを
教えたいです。
・

僕の夢は、プロ野球選手
になることです。中学校
に行って野球を頑張り、
努力という言葉を忘れず
一生懸命野球をやりたい
です。

僕の将来の夢は、まだ決
めていません。だから、
中学生になったら自分で
自分の将来の夢を探して
いきたいと思います。

僕の将来の夢は、プロ野
球選手です。イチローみ
たいな選手になりたいで
す。中学生になっても野
球をがんばりたいです。

ぼくは、将来バスケット
ボールの選手になりたい
です。そして、中学校に
いって部活に入り、いっ
ぱい活躍したいです。
・
・

僕の将来の夢は、はっき
りとは決まっていないけ
れど、獣医になりたいで
す。なぜかというといろ
いろな動物を助けたいか
らです。そのために今か
ら努力したいです。

私の将来の夢は、絵が好きな
のでイラストレーターになる
ことです。そのためにも、毎
日絵を描いて頑張っています
。

私の夢は、テニスプレーヤー
になることです。なぜならテ
ニスが好きだからです。将来
はヒンギスのような選手にな
りたいです。

私は、中学に行ったら水泳部
に入りたいと思っています。
なぜなら、水泳選手になりた
いからです。だから、中学で
もがんばりたいです。

私の夢は、人を助ける仕事を
することです。困っている人
や苦しんでいる人など、いろ
いろな人を助けてあげたいで
す。

私の夢は水族館や動物園の飼
育員になることです。私は動
物が大好きなのでこの仕事を
したいなと思いました。

私は夢がまだ決まっていない
けれど、とってもきれいな海
が見える所に行ってみたいで
す。そして、そこで泳いでみ
たいです。

私の夢は、「漫画家」になる
ことです。なぜなら、みんな
が私のマンガを見て笑ってほ
しいからです。頑張ってマン
ガをかきます。

私の将来の夢は、漫画家にな
る事です。理由は、漫画を作
ってその漫画を見た人に元気
と夢をあたえたいと思ったか
らです。

私の夢は美容師になることで
す。お店を開いてたくさんの
お客さんに来てもらい、髪の
毛を切って喜んでもらいたい
です。

私の夢はイラストレーターに
なる事です。私は絵をかく事
が大好きなので、私の絵を見
た人みんなが笑顔になるとい
いです。

私の将来の夢はまだはっきり
とは決まってないけど人の役
に立つ仕事につきたいと思っ
ています。中学生になっても
頑張ります。

私の将来の夢は、パティシエ
です。おいしいケーキをたく
さん作って、お客さんに喜ば
れるパティシエになりたいで
す。

環境安全委員会
夏休みプール当番
７月下旬〜８月中旬
奉仕作業
８月２８日（日）
校舎内外の除草
窓ふきを
行いました。

奉仕作業では、校舎及び校庭が綺麗に
なりとても良かったと思います。
プール当番では、子どもたちによく目
を配っていただき感謝しています。
そのおかげで子どもたちは、楽しく過
ごせたと思います。

作業内容
1. 校内の除草
2. 溝の清掃
3. ゴミの収集・運搬
4. 窓ふき
5. トイレ清掃
6. 体育館、放送室等
の清掃

資金研究委員会
資源回収
１回目 ５月２２日（日）
２回目１０月２３日（日）
ご協力どうもありがとう
ございました。
今年は小学生の参加が多
く見受けられ、全員参加
型の傾向になってきたよ
うです。

¥
¥330000,,664455
バザー（ふるさとまつり）
１１月１３日（日）
ふるさとまつりにあわせ
て、交流ターミナルセン
ターでバザーを行いまし
た。今年も皆様のおかげ
で多くの収益をあげるこ
とができました。
来年度もご協力よろしく
お願いいたします。

５月２２日、第１回目の資源回収
を行いました。一部集積場での混
雑があり、長い間待っていただき
ご迷惑をおかけしました。
１０月２３日、第２回目の回収を
行いました。この日は朝からの雨
で、皆さんに大変ご苦労をおかけ
しました。長い間お世話になった
荒木商店が、店を閉めることとな
り、来年より新しい方法での活動
になると思いますが、がんばって
続けて欲しいと思います。
１１月１３日、PTA のバザーをふ
るさと祭りの会場で行いました。
今年は会場をターミナルセンター
２階のホールに移し、天候の心配
もなく、準備の方も前日から大変
スムーズに行えました。
来年度は、さらに収益をあげるた
めに、集める方法や時期など、早
めの準備が大事かと思います。

¥
¥110099,,885566

事務局
今年度 PTA 特別会計では、資源回収、バザー売上、同窓会寄付金等で、学校図書館システム（管理ソフト、ラベ
ルおよびラベルキーパー）、反射タスキの購入や和室の畳表替えをいたしました。

交流委員会

私たち交流委員会はこの一年、よ
り多くの人々との関わりが生まれる
１１月２７日（日）
様な交流イベントを目指して活動し
てきました。委員同士がお互いに各
自の意見を尊重しながら、交流イベ
ントに向かって準備を進め、また、
協力してそれを達成することが出来
ました。
１１月の雲浜フェスティバルでは十
講座を設け、その時間が皆様にとっ

て貴重な体験となるよう、企画を
練って参りました。その後の皆様か
らのアンケートでは、｢これを機に子
どもたちが探究心や創造力を持って
くれたら。｣｢体がリフレッシュされ
てよかった。｣｢プロの技を垣間見る
ことが出来てよかった。｣｢子どもの
集中する姿が見られ新たな発見をし
た。｣｢学校でも総合の時間等に組み
入れてほしい。｣という感想が寄せら
れました。そしてこれからの課題
雲浜フェスティバル
・ぼくもわたしもアイロンビーズアーティスト としては、講座内容のばらつきの
調整や、低学年と高学年に対する
・ユウとヒサと作るとびだすえほん
内容の充実が挙げられると感じま
・お箸(はし)の国のなべしき作り
した。
・親子で楽しく とうげい教室
今回で三回目のこの行事、皆様の
・いもだんごでお茶会を
記憶の片隅に留めていただく事が
・バランスボール体操
出 来 た で し ょう か 。 私た ち 一同
・うんぴんそば道場
も、大変貴重な経験が出来ました
・おりがみ作り
こと、感謝いたします。
・ドッジボール
・科学じっけん

ベルマーク委員会

11 万点収集！

ベルマーク委員会では、収益により
約三年ごとに貯まった点数で学校備
品を購入し充実を図っています。前
年度が購入年であったので今年度は
貯蓄ゼロからのスタートで、収集ア
ップに力を入れ、委員会で一点一点
を大切に仕分け・集計作業に取り組
みました。今年度からは貯蓄の年と
して年度初めに８万点を目標に、地
域の皆様や児童のご家庭から持ち寄
られたベルマークを委員会でメーカ
ー・点数別に分けて計算するという
作業を十回近く繰り返し、２月の最
終送付の結果、１１万点という成果
をあげることが出来ました。

本当に嬉しく思います。
これも PTA 会員の皆様、校区民の皆
様、先生方、児童の皆さん、関係者
の皆様の多大なるご協力あってのこ
とと心より感謝いたします。
収集して下さった方のお気持ちを大
切に・・・という思いで一年間活動
させていただきましたが、小さな力
が多くの方々の輪で大きく姿を変え
るということを改めて感じ取ること
ができ、よい経験をさせていただく
ことが出来ました。

情報委員会
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諸先生方や各委員長を含む執筆者や情報委員各位には、制作期間が短期で
あったにもかかわらず、絶大なご支援をいただきました。
広報誌には児童の描いたイラストを配置する等、委員の個性あるページが
出来ました。イラストは、白紙にカラーで絵を描き、パソコンに取り込み
ます。印刷用原紙(高画質版)までの工程を委員が担当しました。
ホームページは広い意味での広報誌です。滑り込みもありましたが、PTAの
年間担当行事をタイムリーに掲載することが出来ました。また、ホームペ
ージ上に広報誌を置き、直接配布するという新たな手段を導入しました。
更に、皆様のご利用状況を知るため、アンケートを実施しました。
集計結果をＰ８にご報告します。皆様の現状を示すと共に、委員会の方向
性を見出す貴重な資料となるものと確信します。

ご協力ありがとうございました。
回答率
81%

Q1.

インターネット
雲浜小学校ホームページ
広報誌Web版のプリント閲覧
Q4.
Q6.
閲覧経験の有無
閲覧経験の有無
(低画質版)

有効回答率
99%

複数回答
Q2,Q3,Q5,Q7

＊現在は極く一部の
機種でのみ、ご利用
いただくことが出来
ます。

有り:73% 無し:27%

有り:80% 無し:20%

プリントする:3% しない:97%

Q2.

閲覧者

Q3.

閲覧場所

Q5.

良く閲覧するページ(PTA関連)

Q7.

将来の広報誌の配布形態

広報誌に関するご意見 要約 ホームペ−ジに関するご意見 要約
配布手段に関するご意見 要約
・校内事情が分かり有益
・更新時期を知る手段は？
・ペーパーレスは経費削減になる
・教職員紹介は続けるべき
・第三者への情報開示に対する懸念
・現状は、並行配布が妥当
・PC所持、不所持による情報格差への懸念
・内容のマンネリ化
・紙面配布に限る

■委員会総括
資金研究委員長
久松宏一

皆様から多大なご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
・総額¥410,000強を達成した。
・児童を含む全員参加型の傾向が強まった。
・バザー用品の新たな入手方法を検討する必要がある。

ベルマーク委員長 ・二本立ての収集方法で収集アップに努めた。
竹長喜代美
ＰＴＡ会員各位 ＆ 校区全域の一般ご家庭
的場晴美
・年間目標点数８万点を大幅に上回る１１万点を達成した。
環境安全委員長
小林睦明

・事故や問題もなく無事に済ますことが出来た。
・清掃等の奉仕を通し、連帯感や責任感を高めることが出来た。

交流委員長
平田英一郎
加藤かおり

・充分な検討期間を経て目標を達成することが出来た。
・皆様方との交流を通し、親子で有意義な時間を持てる講座を作り
上げる事が出来た。

情報委員長
田辺敏孝

・高画質版広報誌の配付手段の手法構築が必要。
・ＰＣ操作能力の向上及び、書類の効率的な授受が課題。

