
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
令和元年８月 ５日 

富岡児童クラブ 

№８ 

 あっという間に夏休みも 2 週間が過ぎました。今週土曜日から学童はお盆休みになります。（10 日～15 日まで）

17，18 日は、みどりの村での 1 泊キャンプです。それが終わると、残り１週間で夏休み終了。夏休みが始まる前は、

「長いなあ。大変だぞ!!」と思っていたのですが、クッキングやけん玉、将棋、蝉取りなど夢中で遊んでいるうちに

残りわずかになりました。宿題の方も「終わりました!」という子が出てきました。プリント類だけでなく、工作、

日記などもあとであわてないようにしましょう。（学童の活動後に絵日記も書いています。こちらで保管して、後日

返却します。） 

この暑さで、熱を出したりおう吐など熱中症とみられる症状でお休みのお友達もいました。活動の合間や学校の

プール前後は、水分補給を呼び掛け、水筒が空っぽになったら、補充できるように備えています。朝ごはんをしっ

かり食べる、睡眠を十分にとるなどの体調管理にご協力ください。 

きょうは、ぺっとぼとるぴざをつくりました。ぺっ

とぼとるでつくるなんて、はじめてでした。びっく

りしました。ざいりょうをいいます。おりーぶおい

る、けちゃっぷ、チーズ、ぴーまん、たまねぎ、さ

とう、こーんです。おひさまであつくてばくはつし

たんでしょう。おもしろかったです。おいしかった

です。 

 志岐小 1 年 村岡 じゅあ 

きょう、ぺっとぼとるぴざをつくりました。きじをつくったあと、

ぺっとぼとるのなかにはいっているきじが、おひさまにあたっ

て、はっこうして、ぺっとぼとるのふたをあけると「ぼん！」っ

てでてきました。おもしろくてまたらいねんもつくりたいとおも

いました。ぺっとぼとるぴざ、はやくやけてよかったです。 

  富小 1 年 橋本せな 

きょう、ぺっとぼとるできじをふ

ったのがたのしかったです。ちょ

うどいいぐらいにあつくできたの

でうれしかったです。わかなちゃ

んとぴざをつくったことがうれし

かったです。ぴざをたべたのがう

れしかったです。 

  富小 1 年 酒井 らいと 

きょう、ぺっとぼとるぴざをつくれてよかったです。あつあ

つのうちにたべれておいしかったです。ちーずにがてだった

けど、くいきってよかったです。ふたりでつくっておいしか

ったです。あじはふわふわでおいしかったです。ぼくとたな

かゆうきくんとつくりました。こころをこめてつくったりょ

うりはおいっしいです。ぺっとぼとるぴざ、はじめてつくっ

てこんなにおいしいとはおもいませんでした。ざいりょうは、

ちーず、ぴーまん、べーこん、きじです。またつくりたいな

あとおもいました。おやつのときたべました。ほうちょうを

つかったからよかったです。 

   富小 1 年 濱崎 たくと 

きょう、せみとりに行きました。あかお先生といっし

ょに見つけて、がんばってとろうと思ったのですが、わ

たしはとれなくて、あかお先生がとってくれました。 

つぎは、わたしがとってやると、やるきまんまんでし

た。虫とりがおわりになったとき、あかお先生がせみを

見つけて「みおんさん せみいるよ」と言ってくれまし

た。つぎはとろうとおもっていたのに、にげちゃいまし

た。とってもざんねんだったです。またこんど虫とりに

行くときは、がんばりたいです。けっきょくあかお先生

がとっただけだったけどがんばれたからうれしかった

です。  富小 2 年 福田 みおん しんでいたあぶらぜみ 

 きょうがっこうからかえるとき、あ

ぶらぜみがしんでいました。かなしか

ったです。いつしんだのかしりたいで

す。せみをいっぱいつかまえてうれし

かったです。 

またいきたいです。 

  富小 2 年 角岡こうた 

 ぼくは、くまぜみをつかまえました。とみしょ

うのさくらのきとまつのきにいました。 

ごぜん９じくらいにいきました。６せんちぐらい

でした。たかいところからあみでとりました。 

  都呂々小 1 年 田中ゆうき 

 ②ペットボトルピザ おいしかったよ！ 

夏休み恒例となったペットボトルのピザ作り。2，4 年生は経験がある

ので楽しみにしていましたが、初めての 1 年生は作り方の説明にしっか

り耳を傾けていました。 

 まずは、生地作りからしました。二人一組になって、ペットボトルの

中に材料を入れていきます。オリーブオイルをペットボトルの中にまん

べんなく行きわたらせ、塩、砂糖、水、ドライイースト、強力粉を入れ

たらあとは生地がまとまるまで振るのみですが、これが結構大変です。

「先生、いいですか～」と合格をもらいに来る子たちに「あともうちょ

っと頑張れ」と声をかけ、励ましました。できた子達からペットボトル

を外に立てかけに行き、あとはお日さまの力を借りて発酵タイムです。

その間に給食を食べ、その後具材の玉ねぎ、ピーマンの切り込みを済

ませるなど超忙しかったです！ 

 それから、外に出していたペットボトルを取りに行くと「パンパンに

なっとる」と驚いていた子ども達。十分に発酵していたようで、いざふ

たを開けるにも恐る恐るでした。吉田先生が助っ人に来て下さり、ふた

を開けるのを手伝って下さると、「ボン！」というくらい勢いよく飛び

出すので、キャーキャー言うやら、おかしいやらで部屋の中は瞬く間に

熱気に包まれました。勢い余ってぺットボトルが飛んでいったり、反対

に生地が飛んでいったりしながらも、なんとまあ賑やかな時間でした。

ペットボトルピザ作り一番の盛り上がり場面です。 

 生地を出してからは手に油をつけて伸ばし、野菜やベーコン、コーン、

チーズなどをトッピングして完成です。あとは、給食の先生にお願いし

て焼いてもらいましたが、あっという間に焼き上がり、「え、もう焼け

たんですか」というくらいでした。 

 作った二人組で頂き、おいしそうに頬張る子ども達。「端っこはカリ

カリでおいしいです」「ピザは苦手だったけど、自分で作ったからおい

しい」という子もいて、幸せな一時となりました。 

 子ども達の姿を見ていると、ペットボトルのピザ作りをする意味は大

きいなあと思います。ピザ作りを通してそれぞれに感じてくれたことを

嬉しく思います。 

きょうは、むしとりをしました。がっこうのさ

くらの木で、あかあおせんせいにつかまえてもら

いました。とってもあつかったです。つかまえた

セミは、みんみんせみでした。いっぱいみつけた

けど、すぐににげられました。くやしかったです。

でも、やっとみんみんぜみをつかまえることがで

きました。でもあんまりうごかなかったので、そ

とににがしてやりました。 

   富小 1 年 稲尾わかな 

① せみとり 7 月 29 日 

 富岡小の正門の方へ行くと、桜の木がありそこに沢山のセミがいまし

た。手に手に網を持ち、「捕まえたー」「先生届かんけん取ってー」「く

そー逃げられた」などあっちこっちで声が上がっていました。オスとメ

スの区別のできる子どもたちで「オスやった―」など言っていました。

感心です。 

 途中、水分補給タイムを設け、休憩して熱中症予防にも心がけました。

休んでいる間に逃げたセミたちがまた戻ってきており、2 回目のセミ取

りが盛り上がりました。 

 富小の 1，2 年生はそのまま学習会で学校にのこりましたが、志岐、

都呂々の子達は園へ戻ってから、セミを観察して絵日記に取りかかりま

した。よく見て書いており感心しました。それから、赤尾先生が「虫た

ちの音のせかい」という本を読んで下さり、食い入るように聞いていま

した。富小の子達も観察して絵日記を書き終ると、「セミの命は短いか

ら逃がしてあげる」と逃がしてあげていました。命の大切さに気づける

機会でもあり、自分から行動していることを嬉しく思いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・キャンプを申し込まれたところへは、詳しい日程や持ち物などのお手紙を今日配布しますのでよくご

覧ください。忘れ物がないようにしましょう。 

・8 月 16 日（金）は、まどか先生が音楽指導に来てくださいます。鍵盤ハーモニカを持ってきていな

い人は持ってきてください。 

・プールに行くバッグには、必ず新しい着替えとビニール袋 2 枚を入れておいてください。午前中来て

いた服は汗をかいていますので、プール後は新しい服に着替えるようにしましょう。 

・宿題が終わった人は、1 学期の復習ができるものを持たせてください。この夏休みで 1 学期の学習は

クリアできるようにしましょう。 

・8 月 7 日（水）は、富岡小学校の体育館で運動遊びがあります。体育服、上靴を持たせてください。

帽子や水筒、タオルもお願いします。 

・筆箱の中身（鉛筆・消しゴム・定規）揃っていますか?えんぴつは家で削ってきてください。 

・明日６日（火）は、台風８号のため自由保育となりました。どうしてもお仕事の都合がつかない方の

みお預かりします。 

今日、一とら君といっしょにピザをつくり

ました。ペットボトルから生地を出したあ

とに、ベトベトでのばすのが難しかったけ

ど、油を手につけたらスムーズにできたの

でよかったです。また、来年もしたいです。 

   富小 4 年 野田 晃平 

今日、私は、ピザ作りをしました。はるひくんとしました。まず最初

は、材料をかくにんして入れました。こなを入れる時、すこしつくえ

のうえにこぼれました。それもいっぺんにペットボトルの中に入れま

した。私は、粉を上手に入れるのは、じょうごを使ってすればいいん

だと思いました。次するときは、上戸をしてするといいなと思いまし

た。作り方は、まずペットボトルの中にオリーブオイルをぜんたいに

つけてさとうをいれます。そしてペットボトルのふたいっぱいにイー

ストきんを入れます。そのあと軽く混ぜます。全体がとけたらきょう

りきこををいれてまぜたらぼろぼろになりました。下に固まったので

ふたの方にやると、ねばねばして落ちてきました。日に当てて、出た

とき大きな音で「ボン！」となりました。びっくりしました。油をつ

けてきじをのばしたらフォークで軽く押してピザソースを付けて盛り

付けをしたらできあがりました。やくのが早かったです。おいしかっ

たです。家でできたらいいなあと思いました。 

   富小 4 年 田口 りく 

今日、ペットボトルピザをつくりました。しゅり

あさんといっしょにしました。ペットボトルにあぶ

らをいれてふたをして、ペットボトルぜんたいにま

ざるようにころころしました。つぎに、きょうりき

こをいれました。ふってはっこうをしました。「ぼ

ーん！！」とおとはしましたがたのしかったです。

おいしかったです。 

  富小 2 年 草野 さな 

今日、ピザ作りをしました。さいしょ

に、きじ作りをしました。一番きつか

ったのは、きじをふるところです。た

べたときにおいしかったです。チーズ

が周りに溶けていたのでおいしかっ

たです。またやりたいです。 

  富小 4 年 角田 一虎 

きょう、ペットボトルピザをつくりました。 

たべたらおいしかったです。たべていると

き、こうたがやさいが大のにがてでのこし

たのでぼくがたべました。 

  富小 2 年 角岡 けいた 
今年で、広島・長崎に原爆が落とされて７４年になります。 

夏休みには、「戦争」に関するお話しをいくつか紹介しています。 

4 年生が国語の教科書にあるお話を音読してくれた「ひとつのはな」 

も戦争に関するお話です。1，2 年生も 4 年生の音読にじっと耳を傾けていました。 

「へいわってどんなこと？」浜田桂子作 童心社 

 

 

 

 

 絵本「へいわってどんなこと？」の本を読んだあと、子ども達が考える「へいわってどんな

こと」を聞いてみました。いろんな意見が出ましたので紹介します。 

・やさしいこと。虫を殺さない、人を殺さない。 奥野おうら 

・お家を壊さない。棒でたたいたり、石を投げない、蹴らない。 荒木れんと 

・花をちぎったらごめんなさい。地球に隕石が降って来ないこと。動物や人間を大事にする。

橋本せな 

・あきらめないでがんばること。 稲尾わかな 

・傷つけないこと。あったところにちゃんと戻す。 村岡じゅあ 

・虫を大事にする。 田中ゆうき 

・ケンカしないで爆弾なんか落とさない。命を傷つけないし命を大切にする。 稲尾しょう 

・頑張っていじめに立ち向かうこと。 長野りゅうと 

・命を大切にすること。 岡野みらい 

・ケンカしないでみんなで仲良く遊ぶ。 田口りく 

絵本紹介「へいわって どんなこと？」 

へいわって どんなこと せんそうしない 

ばくだんおとさない いえやまちを はかいしない 

だって、だいすきなひとに そばにいてほしいから・・・ 

おねがい 


