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「字が上手になりますように」 気持ちの入った書き初め会 
 「事始め」と言って、年の始めに上手になります

ように願いを込めてやると早く上達すると言われて

います。１月８日の書き初め会で、子どもたちは、

字の形や大きさ、止め、跳ね、払い等に注意し、丁

寧に書いていました。同時に言葉の意味もよく考え

て書いていました。力強い、勢いのある書きっぷり

は見事です。どの子も気持ちが入っていたようで、

長い時間でしたが、格段に集中して書いていまし

た。きっと字が上達することでしょう。        【新年、心新たに臨む】 

 新型コロナ感染拡大のため、とても残念ではありましたが、書き初め展は中止とさせてい

ただきました。お子さんが持ち帰った作品をご家庭で飾り、ご家族みなさんでご覧いただけ

たらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６年小学校最後の書き初め】 【３年初めての毛筆】  【１年初めての書き初め】 

「書き初め」金賞おめでとう！！ 

【６年】 

神谷甲士郎  高橋 佑典  石川 優衣  古賀 心彩  須網 夏帆  日比 綾音 

渡辺 梨央   磯貝 実希  井上 結宇  鎌倉  椿  澤田 愛花  廣光 天音 

本橋みはる  山田 楓乃  松本 和真  有賀 彩恵  川﨑 楓花  杉浦 日心 

野口 怜愛   深谷 望来  山口 真愛 

【５年】 

櫻井 稜太   鈴木 祐樹  山本 航平  神谷 真央  神谷 柚奈  坂井 琴音 

柴田優衣奈   辻本 小桜    岩月 佑成   蟹江 咲吉   神谷 悠太   芝   知寿 

川添 実鈴   木村 一葉    千本 梨央    中島つばさ  奥村 祐哉   杉浦 祐樹 

植田 美音   加藤 朱莉    杉浦 亜実  八重尾晃菜  山田 佳穂  横内あんず 
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【４年】 

田中 千昭   森山 蒼大  山本  暢  稲吉ひなた 須藤 彩奈  田中 愛菜 

野口 珠愛   小山 憧乃  片岡 莉乃  小久保彩季 鈴木  杏  高津あおい 

間瀬 咲良   山本   桜  江坂 実桜   片岡 姫奈  川原 優那   杉浦いちか 

鈴木ののみ   都築 一華   藤原 咲友 

【３年】                  

辻本咲太朗  松尾 侑頼  江口 魁皇  石原 蒼唯  狩俣 乙葉  河合 陽愛 

杉浦 心春   鍔本 美玖  林田カオリ  入江 諒哉  川上 敬也  杉浦 心晴 

角谷綺凰吏   田口胡々菜  堀口莉衣果  山田 詩季  吉浦 結羅  間瀬 大和 

村上 航彗    若松 練佑  神谷 波音  川﨑 心虹  柴田 梨希  髙倉 優姫 

山本  咲 

【２年】 

石川   然    滝口 煌大  奥村 莉帆  栗田 芽衣  藤原 美文  岩戸 大空 

清水 幸翔   魚本 千紗  鈴木 うみ  安井 晴香  片岡 侑真   寺本 稜也 

渡部慶次郎   新美 希歩  森田 華蓮  川添 鉄平  清水 駿翔  石原 果恋 

柴田 凜子   清水 惟加 

【１年】 

神谷 温志   森脇ダヴィヒデキ      神谷 幸来   川上 陽愛  田之脇六花 

丹羽 捺女   長谷川 謙   伊藤  杏   神谷 直乃  水谷 咲良  横内 由蘭 

犬塚 陸公   神谷京史郎  近藤 優杏   杉浦ひなた  平澤 心珠  磯部 俊太 

髙橋 瑞生   磯貝 朱里  河口 小都   田﨑紗知花 

 

カズン『ウエーブ』でひとつに 

【カズンのサイン入り CD】 

 

昨年末に高浜小学校の有志の子どもたちが、『ウエーブ』を歌って、その録音をカズンに

送りましたが、全国の子どもたちと音源を併せ、曲が完成しました。年始にお礼の手紙と曲

が届き、全校に紹介されました。曲は年末のカズンのコンサートで披露されたものです。コ

ンサートの模様は、近々、YouTube で視聴することができるそうです。また、ご覧くださ

い。 

                                （文責 中川健二） 

（前略）みんなで歌声を合わせることは、思いを合わせる

こと。みんな声も違うのに、住んでいるところも学校も、年

齢も・・・ い――っぱい違うのに思いが重なると「ひとつ」

になる音楽って素敵ですね。 

（中略）忘れられない、かけがえのない一回きりの皆さん

との合唱に私たち自身、元気をもらいました。 

一刻も早くまた皆で自由に、元気に、そしてマスクなしで歌

える日々が戻ってくることを待ち望んでいます。 

何はともあれいつも心に音楽を！ 感染拡大って悪いこ

とだけのために使う言葉ではないんです。笑顔も、元気

も、素敵な歌声も感染していくんです！ 皆さんと放った大

きな「ひとつ」の思いは、大きな波紋となって広がっていく

と信じています。 


