平成30年6月25日 十島村立口之島小中学校 児童生徒会新聞 『タモトユリ』

でのがたがめし
良修で。、てて
か学き草みだ一
っ旅まスんっ問
た行しキなた間
ででたーでか違
す、。はしらえ
。友リ怖っかて
達フかか、し
をトっりなま
たにたマかい
く乗けナなま
さるれーかし
んのどを落た
つも、守ち。
く楽しる着霧
るしっこき島
《こかかとまで
小とっりがせは
六がたとでんホ
でで滑きでテ
きするましル
た。こしたが
》のこと
初

が三難のイしコのく出つ大修悔立ち自市で四
、問しクズたー衣りて一河にいてが主に鹿日五
島あかイも。ナ装でいつドなのて細研行児間月
津りっズあゲーを、たがラりないか修き島、三
斉またがっーも着西のテマまいたくはま市修十
彬しでとてムあら郷とレ館し自の計自しと学日
にたすて、やりれさそビはた主で画分た霧旅か
関 。もそクまるんっに一。研、をた。島行ら

思旅作千てけ送が館鹿がた
い行っ穂かれ体でで児、。五
までた牧らど験きす島二一月
す学ア場霧、をた。市日日三
。んイで島としかな内目目十
だスアにてまらぜのかは日
こはイ行もしでな自らあか
と、スき緊たすら主はまら
をとク、張。。、研少り六
、てリ交しカ自鹿修し他月
こもー流まメ主児でず島二
れ美ム会しラ研島一つの日
か味作をたに修の番話人ま
らしりし。映の歴楽せとで
にかをま次さ後史しるは、
生っししにれ、をかよ話修
かたまた十るＮたっうせ学
《しでし。島こＨくたにま旅
小てすた三村とＫさ場なせ行
六い。。日役は放ん所りんに
きこ自目場な送知はまで行
たの分はにか局る、ししき
い修で、行っでこ黎たたま
》と学 高った放と明。 し

いる行でキつがこちけで学
しで○終はともはととし最
け事動、ーだあろにで過旅五
た一さ了、い元ず思きま初五
。番ん時普う気れいまいに月
れがすすがけりは待友ご行月
どでるご一買ま大っ達しに三
ふでが間通時でであしま糸十
、き」い番いし河たを、行十
わし三がサに地、きたしが八
テまをと楽またド自四トっ日
ふた匹きイ「上とら。たか日
レし守思しし。ラ主人ラてか
わ。でてズグでてめ私。ら金
ビたるいかたおマ研もンきら
しそ一しのイはもかはまん曜
会。こまっ。み館修作プま六
ての番まブー、とけ引きで日
、日。しダッ暴ててき餌しに
議他とした三やでがるやし月
でのがたで日げ、あ事Ｕた二
との大たイ」れもいがをま、
話島で。す目もクりがＮ。日
て夜人。でまま大まとまい海
と年も待手がとたいが大とまいでるしとの大
。
。
、
しのきめ はたイまでＯ一ま
もごの結したくきしてい、釣
りも釣つであい て 勢もたてなこてが釣会五
、
「
、
、
、
た友たあ中 くズしきな日で
お飯部果た当っなたもた少り
たたれこすりう と今いで
くと でりが月
っ
い達してになさやたまど目の
いはで、。たて青。強次し大
いくたとがま気私 回たきいすたが子きであ十
、
。
でと のはんんド しをは四
し、は子そりいブでかの時会
でさのが、し持もてはらまろごくでどてしり八
「
、
《
すは友 上とあラ一たし 日
かブ、どしがまダもっ瞬間が
すんだ出こたち負もたあしいいさきも良たま日
。し達人手言りマ番。まほ間 《。釣と来の。でけびくまたろとんまのかがし金 小っダ もて来しイ、た間が行
《ばものなっまで楽二しと、 中 っ思た日待頑らっさり。な思のし部っ、た曜 五たイ の「またで私の、無わ
小らた事人てし出し日たん鹿 一 ていのはつ張れくん釣普魚い人たでた三。日
での先部ピし。しので「駄れ
、までしこっなりかれ段をまが。一で匹久に
五くくをがもたたか目。ど児
す唐生でィたあた予、ビにま
。揚がはー。と。想ヒクなし
会さ考い草が家っは船を島
一す、っとたいしかまは見し釣私位す釣し海
えんえたス、なた、内船に
げ三、ッ今七とはツッった
位。三かは甲。まっせ人るたっだを。るぶ釣
》な作ての 一どと待だ内修 》 を来匹り苦斐」してんがこ。てけとそこりり 》 で匹○」度分て大オ」て。
いさでかんおな「がらも い今ン すが楽は五動他や会にお
まんいらたっ島ケ分た続 たはプ 。特し劇〇会の鹿な、り次
し、きこちしをガかくいさそしフ 追にくや〇は島児ど島、に
た本たそのゃ満をりさてんうてァ い思盛各メ長の島が内帰学
。当いでよっ喫しまんいのでいイ 込いり学ー距人、あ一り校
にときうてしなしある話すなヤ み出上年ト離と中り周は行
あ思るにいていたっこを。いー 漁にがのル走会学ま駅走事
りいこ、ま欲よ。たと聞 こや は残っ出をやう生し伝っで
がまともししう とがい と肝 昔ってし走仮のはたやては
としをったいにさい、て を試 はてい物っ装が長。、学、 ろさてにいい球いボ らた校はどたたか上二生 いさ
うた楽と。。、んう当、 やし やいま、て行と崎ま中校遠 なんい、まるをてー課使、の、もが。っい十徒またん今
ご。し島 」みはこ時今 っな っるし金い列てやた学ま足 楽はたルし金し、ル外わ体校現だ、山たた人のずだに月
ざ んださとん、とかで てど て行た管たなも福、生でで 器小曲クた管て中、活れ育舎在っ島海とそ以人 き、の
い事。なそど楽岡修だ帰セ を太をプ。バい学卓動て館がのた民留いう上数さま昔特
まは行どうがしに学けっラ 経鼓演ル校ンた生球はいはあヤよの学うでおでんしの集
せ、事をであか行旅でてン 験か奏の歌ドそは、、ま今っギう親生こすりすにた学は
ん臨の行すりっっ行行いマ しらし曲やはうバテ小しのた広で戚もと。、。聞。校、
で海中い。、たてはうま温 た始てな十、でドニ学た体そ場すや一が今同一い の三
し学で、ま長そい小村し泉 そめいど島当すミス生。育うの。知、分よ級番た 様十
た校も島た距うた学内たま うてま当の時。ンなは 館で場そり二かり生多の 子代
がだ、民、離でそ生の。で で、し時うも今トどバ がす所の合名りももいは をの
、そ 全文走すうは体そ行 すいた流たややンをレ 当。に当いいま少三と、 教
キうさ員化は。で宮育のっ 。ろ。行のっっやしー 時ま中時のましし人き児 え
司さん ありがとうございました！
い っ他てて卓て
か 学 子し 多以で童 て
ャでんで祭一運、崎大他て

平成30年6月25日 十島村立口之島小中学校 児童生徒会新聞 『タモトユリ』

࡛ࠉࡢศⓑࡾࠉࢇࡾࠉࡲࡓࠉ
ࡇㄢ࠸ࡲ୕࡛ࡋࡋ 
ࡇࡢ㢟ࡾࡋ᪥ࢫࡋࡲ᪥ࡓ୍᭶
ࢀࢆࡲᛮࡓ┠ࡢࡓࡋ┠ ᪥୕
ὶࡋࡋ࠸ ࡣసࡀࡓࡣ୍┠༑
ࡽᏛ ࡓࡲ㧗㧗ࡾ
᪥ࡣ᪥
ࡢ⩦ ࡋᰯᰯ᪉ពఀఀ┠༑
⏕࡛ࡾᮧࡓゼゼ࡞ぢ㞟㞟ࡢᓥࡽ
ά 㛗 ၥၥࢆ㝔㝔ᮧභ
࡛࠸ఏ㑅࡛ࡸࡀゝⅬࡢ᭶
⏕ࢁ࠼ㄒᣲࡣ ศ࠺୰୰࡛୰
࠸ࡿࡿၨ࠸㑅ࡇ࡛ᏛከᏛ᪥
ࡋࢁࡇⓎࢁᣲ ࡣᰯࡃ⏕ࡢ
ࡓ࡞࡛Ꮫ࠸ၨ࡚ࡣ ࡢࡀᮇ
࠸ࡀࡶ⩦ࢁⓎ ࡛⮬⾜ே㞟㛫
࡛ࡀ࡛ ࡞Ꮫࡁศ ࡲ
ࡍฟࡁᮧ࡛Ꮫ⩦࡚ࡲࡓヰࡾ
᮶ࡲ㛗ࡣ⛉ࡶࡋࡽࡾࡍ 
ࠉࡿࡋࡉ ࡀ ຮࡓࡣࢭࡇ ὶ
ࠉࡼࡓࢇ㑅࠶ᮧᙉ ࢢࡺᏛ
࠺ ᣲ 㛗ࢭ࢝ࡀࡍ⩦
୰ ࡑࡢ࡚࡞ࢢᕤ࡛࠸ࡀ
୍࡞ ࢀࡇ ㄒࡾ࢝ሙࡁࢇ࠶
ࠉ
ࡒࡿࡲᕤ࠸ࡲ ࡾ
ࠉࡓ ࢀࡀ࡚ࡋሙࡅ⾜ࡋࡲ
ࠉࡢ ࡢࡼࡶࡀࡓ࡛ࡲ ࡓ⾜ࡋ
ᓥࡃ㠃࠶ ࡶࡏࡓ ࡁ

ࡋᙇࡓ࠺ࡳ㞴ࡲ
ࡲ ࡢࡓࡋࡋ
ࡋ࡚࡛ࡋ࠸ࡓ᭶
ࡓ⤮࠺ࡓ࡞
༑
ࢆࢀࡓ⚾භ
ࠉ᭩ࡋࡇࡣ᪥
ࠉ࠸࢘ࢁࡇ Ỉ
ࠉ࡚ ࣑ࡀࢁ⯪᭙
ࠉࡡࡓ࢞㞴ࡣ᪥
ࠉ ࡛࣓ࡋ ࢘
ࠉࡍࡀ⯪࣑ ࡍࡓ㛫ࡣୗ㞴ࡀࡢᥥࢳ
ࡀ᭩ࡋ ๓ࡁ㛫
ࠉᛂ  ࡛࢞ࢫ
ࠉ࢘༉ࡓࡋ࣓ࢣ ᮶ ࡁⰍ༙ࡲ┠᭶
ᖺ࡚ࢆ ࢆࡲࡋࡀ༑
ࡉ࣑Ὃ࡛ࡓࢆ
ᑠࢀ࢞࠸ࡍ ᭩ࢳ ࡶ ࡶ⣽ࡓΰ࡛ࡓࡽ࠶භ
୍࡚࣓࡛ ࡁ ᑠ㡹࡚㞴࡛ࡐ࡛ ᅄࡾ᪥
ࠉ࠸ࡁ⤮ࡃࡲ ୕ᙇࡋࡋࡃࡍࡿࡁ⚾ࡲ
ࠉࡿ ࡚ࢆࡋࡀ ࠉࡾࡲࡃᥥ ࡲࡣ㛫ࡋ
ࠉẼ㡹ࡃᥥᒇࡓ࠶ ࠉࡓ࠸࡚ࡃ㖄ࡇࡋⰍ┠ࡓࢫ
ࡀ ࢀࡇ᰿ ࡾ ࠉ࠸ࡲ ➹ࢁࡓሬࡲ ࢣ
࡛ࡋࡁ࡛ࡀ ࡾ୍࡛

ࡋఇࡾᡴࣛ㒊
ᑠࡓࡓࡳࡓ࡚ࣥぬ
࠸ࡃࡸ࠸ࡿࡀ࠼
ࠉ࡛ࡉఇ࡛ࡼࡓ࡚
ࠉࡍࢇࡳࡍ࠺ࡃ࣍
ࠉ ⦎ࡢ ࡉ
⩦᪥࡞ࢇ࣒

ࣝࡿࡣୖ࡞ࣥࡘࠉ
 ࡀࡿࢆ᪉
ࣝẼᤕ ᡴࡀࡀ
ࢆᣢࢀࡓࡽࡘᴦዲ
ࡕ࡞࡛࣎ࡋࡁ
㒊࠸ ࡍ ࠸࡞
ࡣ࠸ ࣝ ࡛
▱࡛ࡓࢆࡲ࡚ࡍࡣ
ࡽࡍࡽᤕࡓࡶ
࡞ ࡿ㞴࠺ࣄ㔝
࠸ࡋࡇࡋࢀ ⌫
ࡢࡣ࠸࠸ࡋࢺ࡛
࡛ࡲࡅ࡛ࡢ࠸ࡸࡍ
ࡔࡍࡣẼ࣍
᪩㔝
ᣢ ≉
ࡃ⌫ᤕࡇ㧗ࡕ࣒
ࡢࢀࢀࡃࣛᡴ

ࡍ࠸ࡋヰࡢࡉࠉ㐍࡚ᰯࠉ
ࢆࡲࡓࡀᓥࡘࡇධ㊰࠸࡛ᰯ୕
ࠉᛀࡍ࡛ࡢࡶࡢࢀ㑅ࡓࡋ᪥
ࠉࢀ ὶࡁேࡋᅄ࡚ᢥࡔࡓࡶ┠
ࠉࡎᅄᏛࡓࡓ ᪥⪃ࡢ࠸ ᗈࡢ
᪥⩦ࡢࡕ㛫࠼୍ࡓ㧗ࡃ㧗
୰㐣㛫࡛ࡾࢆ࡚ࡘࡢᰯ࡚ᰯ
୕ࡈ࡛࡞ࡓ㏻ࡳ࡛ࡢࡁぢ
ࠉࡋᏛ ࡚ࡃ࡛ࡋࡲࡋ ㄝࢀᏛ
ࠉࡓࢇࡓࡶࡉࡁ࡚ࡍ࡚⮬᫂࠸࡛
ࠉ࠸ࡔࢇ ࠶ どศࡶ࡞ࡣ
࡛ࡇᛮᐇ࠸ 㔝ࡢࡋᏛ

ࡼୖ࡚ࡓᩍࡣࣝࡢࡋࠉ
࠺ࡆ࠸ ࠼
⤮ࡓ
࡚ࡲࡓ࡚࠶ࣉࢆ ᭶
㡹ࡋࡲࡃࡉ࡛ᥥࡲ༑
ᙇᡂࡓࢀࡳ ࡃࡎභ
ࡾ࡛ ࢘ࡓ⯪ேࡣ᪥
ࡓࡍᚋ࣑ࡢ࡛ࢆ Ỉ
࠸ ࡣ࡛࢞ࡍᥥศ ᭙
࡛ࡁ ࣓
ࡁࡢ᪥
ࡍࢀᏛࡀࠉࡲࢀ⤮
࠸ᰯฟ࡚ඛࡋࡲࢆ
ࠉ࡞࡛࡚ࡶ⏕ࡓࡋᥥࢫ
ࠉ⤮⣽ࡁࡁࡀ ࡓࡃࢣ
࡚ࢀ⣽ ே
ᑠ࠸ࡳ࠸ࡀࢳ
୕ୖࢇ࠸ᥥࡣ 
ࠉࡆࡇ࡞ᥥ࠸ ∵
ࠉࡽࢁ⯆ࡅࡇࡓࡢ࣭ࢆ
ࠉࢀࢆዧࡲࢁ⯪ࢢࣖࡋ
ࡿࡋࡋࢆ
ࢠࡲ

ࡍࡼࡁ࠸⥴᭱᪥ධ
࠺࡞ࡲ㏆ࡽࡋ
ᑠ ᩱࡍᩱ࠾࡛࡚ࡣ࡚
ᅄ ࡞⌮ ⌮ẕࡍ㣗↝࠸
ࠉ ࡾࢆ⮬ࢆࡉ ࡁ࡚
ࠉ ࡓసศసࢇ⚾ࡽ࢝
ࠉ ࠸ࢀࡀ ࡣࢀࣞḟ
࡛ࡿዲ୍࡚ ࡿ ࡢ

ேࡢ୍ࡋ࠶ࠉෆὶὶࠉ
ࡀ࡛⤌ࡓ࠸ఀᐜᏛᏛ
࠸ ࡛ࡀࡉ㞟┒⩦⩦᭶
ࡓࡋࡋࡘ㝔ࡾ ࡀ୕
ࡢ࡚ࡓ ࢆࡔ㮵⾜༑
࡛ࡶ ࡋ୰ࡃඣࢃ᪥
ࡸ୕ࡾࡲᏛࡉᓥࢀ
⥭ࡾᖺࡋᰯࢇᇛࡲࡽ
ᙇࡸ୍ゝࡓ࡛すࡋභ
ࡀࡍ⤌࠺ ࡢ 㧗ࡓ᭶
ࡢࡇ⣙Ꮫ➼ 
ࢇ ே୕ὶࡧᏛࡇ᪥
ࡓࡓࡀⓒ࡛ࡢᰯࡢࡢ
ࢇ࡛ࡕ࡛ேࡣከᅄᅄ
࡞ࡍࡀࡁࡶ ࠸ᶋ᪥᪥
ࡃ ࡓࡲࡢᑐ༡㛫㛫
࡞ࡲࡃࡋே㠃ὶ㧗ࡣ࡛
ࡾࡓࡉࡓࡢᘧᏛ➼ఀ
ࡲ ࢇ ๓࡛⩦Ꮫ㞟༑
ࡋ㠃ヰ࡛༑ᰯ㝔ᓥ
ࡓⓑࡋࡢ ᓥ࡞ࡢᮧ
࠸Ꮫᑡᮧࡾ୰୰
ࡇࡅ⣭ࡋ௦ࡲタᏛᏛ
࡚ࡣ⥭⾲ࡋぢᰯᰯ
ࢆࡃ ᙇࡓᏛ࡛㐃
ゝࢀ୕ࡋࡋ ࡞ࡢྜ
࠺ࡓᖺࡲ࡚ 

ᛮࡢ㹊ࡀ࠸ࡍࡓⱥࢤᛮࡣࢆࠉ
࠸㹒࠶ࡿ ࡢ ㄒ ࠸࠸ཷ⚾
ࡲࡶࡢࡾⱥࡲ࡛ࡓ࡛࣒ࡲࢁࡅࡣ
ࡍⱥඛࡲㄒࡓࡅࢦࡀࡋ࠸࡚㸿
ㄒ⏕ࡋ ࡚ 㠃ࡓࢁ 㹊
ࢆࡀࡓ 㔝ࡶ ࣝⓑ ⱥ㹒
ᑠᴦ᮶ ▱⳯Ꮀᩍࢻ≉㐪ㄒࡢ
୕ࡋࡿࡽࡋ࠼ࡀ ࠺ࡣඛ
ࠉࡳࡢ᭶࡞ࡶ࡚ศࡓ ࢇ᪥⏕
ࠉࡓ࡛࠸▱ ࡶ࡛Ⰽࡔᮏࡢ
ࠉ࠸ ࡶⱥ ࡓࡽࡽࡍᙜ࡞ㄒᤵ
ࡑ㸿ㄒ࡚࡛ ࡞ ࡚ᴗ

ࡍࡽ࡛ࡍࠉ
࡛ࡍ ⚾
࡞ࡍ ⌮ࡢ
ࡐ ࡑ⏤ዲ
⚾ࡋࡣࡁ
ࡣ࡚ ࡞
࠸≉ 㣗ࡇ
࠺ᖾ
 ࡏࡿࡣ
࢝࡞
࠸ࣞẼඖ㣗
ࢁ ᣢẼ
࠸ࡀࡕࡀࡿ
ࢁฟࡇ
࡞ዲ࡞ࡿ
ලࡁࡿ࡛
ࡀ࡛ࡽ

࡛ࡣࣜࡋࢆ࠶ࡿࡓࠉ
ࡍ ࡲࢥࡾⰍ 
᭶ࢺࡋࣥࡲࡶࡲ᭶
ࠉ࡞ࡋࡓࣉࡋ࠶ࡎ
ࠉࡢ࡚ ࣜࡓ ࡣ༑
ࠉ࡛࠸୕
ࡓⰍ
ࠉ ࡓ ࢺḟࡅࢆ᪥
ࠉࡋࡢᅄࡋࢀຮ
ࠉ ࡛ᖺࡓⰍᙉ
ࠉࡍ⏕ேࢆ ࡋ㸿
ࠉࡾࡈ࡛ࡀⱥᑡࡲ㹊
ࠉ࠸ࡣㄒࡋࡋ㹒
ࠉⱥ ࡕ࡛Ⓨࡓゼ
ㄒᛮࠉゝ㡢 ၥ
ᑠࢆ࠸ࠉ࠸ ࡀࡀ
ᅄຮࡲྩ࠺࡚㐪ࡣ࠶
ࠉᙉࡋࡀࢤ ࠺▱ࡾ
ࠉࡋࡓࢥ ࡑゝ ࡲ
ࠉࡓ ࣒ࣥࡢⴥ࡚ࡋ
࠸ḟࣉࢆⰍࡶ࠸

