
森のエコスクール 平成１６年度  延岡市立恒富小学校４年生・６年生 

○やましぎの杜 

やましぎの杜のみなさんへ 

２７日おせわになりました。りょうりのお手伝いなどありがとうございました。１日目のうまにやポテトサ

ラダとてもおいしかったです。ところでポチとなちの子どもがちくさんセンターにいたんですね。 

Ｋさん ４年生 

 

手伝ってくださった幸子さん、光さん、キミ子さんへ      

しょくじを手伝ってくださった幸子さん、光さん、キミ子さんありがとうございました。わたしがいちばん

おいしかったお料理は、うまにです。うまには、たべたことのなかった料理なので、とってもおいしかった

です。あさごはんは、さばのしおやきが、おいしかったです。わたしは中しぎにとまりました。 

幸子さん、光さん、キミ子さん本当にありがとうございます。 

Ｓさん ４年生 

 

やましぎの杜のみなさまへ 

ぼく達は、やましぎの杜のしたしぎに、泊まらせていただきました。とても自然豊かな場所で土間など昔の

感じが残っていました。とても住みやすくいろり、五右衛門風呂などめずらしいものを見せてもらいました。

そんな整備の整った場所に泊まれたのでよかったです。ごはんもおいしかったです。また、機会があればや

ましぎに来たいです。 

Ｋくん ６年生 

 

やましぎの杜のみなさんへ 

先日は、ごはん作りを手伝ってくださってありがとうございます。もろつかはいろいろな物が延岡とちがっ

てすごいと思いました。ぼくが１番思ったところはみんな人がやさしかったしいろいろなことをやましぎの

みなさんに学びました。それと犬がかわいくていっしょに遊んでくれてとてもぼくはうれしくてひまな時間

がなくてすごくおもしろくてよかったです。ぼくはまたやましぎのみなさんと体験活動をやりたく思ってい

ます。つぎにもしあったらつぎはひまなくさぼりなくおもしろくやりたいと思います。やましぎのみなさん

ありがとうございました。 

Ｍくん ４年生 

 

やましぎの杜のみな様へ 

１０月２７日はお世話になりました。わたしはやましぎの杜はどんな所だろうと思っていました。そしてや

ましぎの杜についたらびっくりしました。なぜならそうぞうしていたのとぜんぜんつくりや、形がちがうか

ったからです。でも中に入るといろり、おふろ、トイレ、台所があって今ふうににていました。そして、さ

いしょに草ぬきをして、そのあと食事作りを光さんたちがつくってくれました。そのあと、おふろに入りま

した。楽しかったです。お世話になりました。    Ｂさん ６年生 



森のエコスクール 平成１６年度 恒富小学校 

○へいだの里・六峰館 

へい田の里 

ぼくが最初にとまったところはへい田の里でした。そして、へい田の里はとても広くてきれいな家でした。

そして、ぼくがへい田の里についてすごかった事は中が広くて、とてもきれいでした。それとちょっとよく

ない所がありました。それはトイレの方はドアから二、三メータぐらいはなれているとこです。そして、お

ふろの方はまるでまほうびんみたいな感じでした。そして、とまらせてくれてありがとうございました。 

Ｃくん ４年生 

 

六峰館の方々へ 

六峰館は、とてもひろくてきれいでした。あとごはんを作る時もだいどころがひろかったのでたくさんの人

が入れてちょっとははやくごはんがつくれたと思います。ねる所も部やがいっぱいあってすごくねやすかっ

たです。トイレもたくさんの人が入れるようになっていたので生きたい時にはすぐ行けました。六峰もまた

とまりたいです。本当にありがとうございました。    Ｙさん ４年生 

 

お世話になった人たちへ 

私は、はじめて思ったことが２つあります。１つ目はとまったところです。私たちは六峰館というところに

とまりました。とっても広くてきれいでした。そして２人のおばあさんが料理を教えてくれました。切り方

や火のつけかたも教えてくれました。ふとんのひきかたも教えてくれました。２つ目はおふろです。水のた

め方も教えてくれました。とってもいい体験活動になりました。ありがとうございました。 

Ｈさん ４年生 

 

平田の里・六峰館のみなさんへ 

先日は、私たちのお世話をしてくれてありがとうございました。私はニッケをとりに行きました。延岡には

ないのでびっくりしました。料理の時は、いっしょに作ってくれてありがとうございました。おいしいごは

んができました。私は古民家はおちつきます。一度、諸塚村に住み緑を守りたいです。本当にありがとうご

ざいました！    Ｙさん ６年生 

 

六峰館のみなさんへ 

私達、平田班は一泊目に六峰館へ宿泊させて頂きました。とてもすごしやすく、楽しく宿泊できました。調

理道具もずいぶんそろっていて料理もとっても上手につくることができました。 

設備もしっかりしていて、楽しい一日もあっという間にすぎてしましました。直接、六峰館の方にお礼は言

えなかったけれど、このお礼の手紙を通してお礼をさせてください。一泊という短い時間でしたが、宿泊を

させていただきありがとうございました。口で言うのや、書くのは簡単なことだけれど、私はとっても感謝

しています。本当にありがとうございました。また機会があれば諸塚をおとずれ、六峰館へも行きたいと思

います。    Ｋさん ６年生 



森のエコスクール 平成１６年度 恒富小学校 

○藤屋・七ﾂ山公民館 

七ﾂ山公民館の方々へ 

わたしたちは、２日目ふじやと七ﾂ山こうみんかんにとまりました。わたしたちは、ごとうさんにしょくぶつ

のことをいろいろおしえてもらいました。そして、お宝マップをつくりました。ほとんど花のことばかりで

した。そして、夕食とおふろをすましたら、ふじ屋にとまりました。ほかにもおばちゃんやおじちゃんもい

ました。その人たちも、いろいろなことをおしえてもらいました。ありがとうございました。 

Ｃさん ４年生 

 

藤屋（公民館）のみなさんへ 

藤屋（公民館）のみなさん、先日は本当にありがとうございます。 

私たちの夜ごはんなどをつくっていただき、本当にうれしいです。夜はしいたけを焼いてくれたりしました。

夜ごはんも、しいたけもすごくおいしかったです。 

私達は藤屋や公民館にとめてくださって本当にありがとうございました。 

かいさんは、はしのつくりかたをおしえてくれました。最初は本当にできるかしんぱいでした。でも、かい

さんがはしのつくりかたをおしえてくださいました。そのこともあってはしを上手くつくれました。 

１泊２日本当にありがとうございました。 

Ｊさん ６年生 

 

七ﾂ山公民館のみなさんへ 

２７日、２８日の朝まで大変おせわになりました。 

ご飯がおいしかったです。ぼくが一番おいしかったのは、おみそしるです。朝からご飯を食べることはめっ

たにないのでひさしぶりにおいしい物を食べたんだなあと思いました。ご飯はくりご飯でほくほくでした。

すこし骨が多かったとりのスープは、骨からスープのだしがとれていました。夜ねる時は、すこし寒かった

けどふとんを四まいきてねたのでそうでもありませんでした。本当にありがとうございました。 

Ｋくん ６年生 

 

ふじ屋七ﾂ山公民館の方々へ 

七ﾂ山公民館の方々、色々な事をしてくださってありがとうございます。おはしを作るのはとてもむずかしい

ですね。同じ大きさや太さにするのが、とてもむずかしかったです。でもたのしかったです。おふろも気持

ちよかったです。夕食もおいしかったですよ。 

ふじ屋はとてもきれいでした。それにねむりやすかったです。おふとんもとてもあったかかったです。本当

にありがとうございました。 

Ｙさん ４年生 

 

 



森のエコスクール 平成１６年度 恒富小学校 

○木材加工センター 

木材加工センターのみなさんへ 

先日は、木を切る所や、産直住宅モデルハウスを見学させていただきまして、ありがとうございました。木

がどうやって切られているのか、知らなかったのでとても勉強になりました。モデルハウスでは、ゆかに杉、

かべにヒノキがつかわれていて、ビックリしました。私もこんな家に住んでみたいなと思いました。大きく

なってこんな家をたててみたいです。いろいろ教えて下さってありがとうございました。 

Ｓさん ６年生 

 

木材加工センターのみなさんへ 

この間はありがとうございました。モデルハウスのかべはヒノキでできているなど、どうゆうふうになって

いるなど年輪のことなどその他色々教えていただき、本当にありがとうございました。モデルハウスの時、

通風こうのことを聞いたりして、知っていたことも、知らなかったことも全部ふくめて感心しました。身の

まわりで木でできたものを見るとこれはなんの木でできているんだろうと思ったりしています。本当にあり

がとうございました。    Ｋさん ６年生 

 

木材加工センター     

ぼくは木材加工センターについて分かった事は、木を板にするやり方でした。そして、どれも機械で作って

いてそうじゅうも出来ます。そして、ぼくはちょっとどのように作っているのか、見せてもらいました。そ

して、それはとてもすごかったです。一つ一つが上手に動いていてきれいに板が出来ました。そして、ぼく

はそんな機械はどういう人が作ったんだろうと思いました。とてもすごかったです。ありがとうございます。 

Ｋくん ４年生 

 

木材加工センターのみなさんへ 

私達にいろいろ木のことを教えてくれてありがとうございます。 

私は、モデルハウスを見たときに木がいっぱいあるなあと思いました。機械の説明もとてもわかりやすかっ

たです。実際に見てみると少しこわかったです。次に、木のかすを見ると、とてもいっぱいあり山のようで

した。木の年表ではすごいなあと思いました。私よりも長く生きているんだなあとびっくりしました。いろ

いろなことを教えてくれてありがとうございました。    Ｙさん ６年生 

 

木材加工センターのみなさんへ 

おいそがしい中、私たち恒富小学校４・６年生に見学させてくれて、ありがとうございます。私は木を切る

ところを見せてもらえてうれしかったです。木の切り方など、考えたこともありませんでした。でも実さい

に木を切るところを見せてもらったら、すごくて見入ってしまいました。気付いたらみんながかいだんをお

りていたので、いそいでおりました。それほど見入ってしましました。本当にありがとうございました。き

かいがあったら、また行きたいです。ありがとうございました。    Ｎさん ６年生 



森のエコスクール 平成１６年度 恒富小学校 

○しいたけ団地 

しいたけ団地のみなさんへ 

しいたけのことを色々教えていただいて、本当にありがとうございます。ぼくがしいたけの作業で、一番楽

しかったのは、しいたけを木から採る作業です。採るときに大きいのを探すのがとっても楽しかったです。

ぼくは残念ながら、それほど大きいのは採れなかったけど、小さいしいたけをいっぱい採れて良かったです。

それと、しいたけのことを色々知って自分のためになりました。ぼくはしいたけは元々好きでした。しいた

けのことを色々知ったので、よりいっそう好きになりました。しいたけ団地のみなさんのおかげです。本当

にありがとうございました。 

Ｔくん ６年生 

 

しいたけ団地の方々へ 

この前、いろいろ教えて下さってありがとうございます。それに、しいたけ取りと木を運ぶのがとても楽し

かったです。また、こうゆう体験ができたらやりたいです！しいたけのおいしいところも教えてくださいま

した。言われたところを食べてみたら、おいしかったです！（少し甘かったです。） 

それと、生のままのしいたけを食べてみたら、最初は味がしなかったけど、後からとてもあまいあじになっ

ておいしかったです。 

Ｎさん ４年生 

 

しいたけ団地のみなさまへ 

この前はありがとうございました。しいたけがいっぱいあってどこからぬけばいいのかわかりませんでした。

小さいしいたけがいっぱいあって、大きいしいたけは少なかったです。しいたけのはえてくるのがわかって

きて、しいたけ団地の人にかんしゃしてます。６年生になったらまたやれるので楽しみです。もろつか村に

行ったらしいたけが食べられるようになりました。ありがとうございました。 

Ｙくん ４年生 

 

しいたけ団地のみな様へ 

しいたけ団地のみなさん、この間はお世話になりました。ありがとうございました。しいたけ団地のみな様

はしいたけのことをよく知っていてしいたけのもつところのぶぶんのまん中に「栄養」がつまっているなん

てびっくりしました。私はしいたけがきらいでえのきなら食べられるけどしいたけ、しめじはどうしても食

べられなくて、家でもしいたけがごはんででるとのこしてしまいます。でも学校ではがまんして、食べてい

ます。だから、家でものこさないようにしたいと思います。あと、しいたけとりをした時大きいしいたけを

とりました。それを先生に見せたら「大きいね」と言われました。うれしかったです。 

しいたけ団地のみなさん本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

Ｂさん ６年生 

 



森のエコスクール 平成１６年度 恒富小学校 

○畜産センター 

畜産センターのみなさんへ 

こんにちは。昨日は、牛の世話の指導をしていただき、ありがとうございます。私は牛などの動物は苦手で

した。でも、えさなどをあげてたりしていると、かわいいなぁと思ったりして楽しかったです。牛の体にブ

ラッシングしました。動くのでちょっと足がガクガクしてしまいました。みなさんがやさしく指導をしてく

れたので、すごく分かりやすかったです。また、こんな機会があれば牛の世話がしたいなぁと思いました。

本当にありがとうございました。 

Ｈくん ６年生 

 

畜産センターのみな様へ 

１０月２８日はお世話になりました。わたしは、「どんなことかなぁ。えさをあげるのかなぁ」と思っていま

した。エサをあげるのと、毛の手入れの二つすると聞いた時、「ふたつもやっていいんだぁ」と思いました。

手入れの時牛はいやがっていたので、牛に悪かったと思いました。いつかあった時はこつを教えて下さい。

子牛をさわる時、子牛はみんな逃げたので病気の一頭だけをさわっていました。病気の子牛にやさしくして

下さい。とってもたのしかったです。 ありがとうございました。 

Ｙさん ４年生 

 

畜産センターのみなさんへ 

畜産センターのみなさん、十月二十八日はありがとうございました。忙しいなかぼくたちに牛のえさやりな

どをさせていただいてとてもいい体験ができてうれしかったです。牛の世話はめったにできないことなので、

みんな楽しかったと思います。最初は自分から牛をさわることができませんでしたが、だんだん自分からさ

わることができるようになって、水かえ、わらやりなどがとても楽しく遊んでいるくらい集中してしまいま

した。そして、えさを運ぶ機械に二回目に乗せてくださってありがとうございました。乗りこなすのはとて

も難しかったです。牛のえさやり、そうじなどをして牛の世話はたいへんな仕事だと思いました。毎日、こ

の仕事をかかさずするのはたいへんだと思いますが、毎日がんばって牛の世話をしていってください。牛の

ことをさせていただいてありがとうございました。 

Ｎくん ６年生 

 

ちく産センターのかたがたへ 

１０月２８日、わたしたち、やましぎ２班は牛の世話に行きました。いろいろおしえてくれました。うしは

肉になる牛はくさをいっぱいたべてまるくなっていました。うしはなんで草をたべて大きくなるんだろうと

わたしは思いました。子牛がおやのミルクをのんでいました。わたしは、初めて見ました。あと、うしをく

しできれいにしてあげました。うしをこやにいれたりもしました。おとなしくはいってくれました。 

うしのことをいろいろおしえてくれて、本当にありがとうございました。 

Ｙさん ４年生 



森のエコスクール 平成１６年度 恒富小学校 

○椎茸選別場 

ぼくはしいたけ選別が一番楽しみでした。しいたけの選別が一番したかったけど、ジャンケンに負けたので

シールはりをしました。シールはりもやっているとだんだん楽しくなりました。 

それに原木しいたけ、きんしょうしいたけなどのことも教えてくださってありがとうございました。しいた

け団地でとったしいたけを家でバター焼きにして食べるととてもおいしかったです。しいたけ選別場でぼく

がシールをはったふくろが売られていると思うとうれしいです。本当にありがとうございました。 

Ｋくん ６年生 

 

しいたけ選別場のおじちゃんおばちゃん 

ぼくは、さいしょなにを選別するかがきになっていました。でもなかにはいるとなにを選別するかわかりま

した。それはしいたけのおおきさということです。それからべつべつにわかれてしごとをしました。さいし

ょはぼくはなにをするんだろうとドキドキしていました。でもぼくはシールはりになりました。シールはり

は楽しかったです。ありがとうございました。 

Ｈくん ４年生 

 

しいたけ選別場の方々へ 

この間は本当にありがとうございます。 

箱づめ、シールはり、しいたけわけ、いろいろさせてくださいました。いろいろな事が分かってとてもうれ

しかったです。けっこうたいへんで「作業している人たちもとてもがんばったいるんだな。」と私は思いまし

た。シールはりは場所を考えなきゃいけないし、箱づめは手がいたくなるし、しいたけわけはよく見ないと

いけないからです。これからもがんばってください。 

Ｔさん ４年生 

 

しいたけ選別センターの方々へ 

先日はしいたけ選別センターで作業させていただいてありがとうございます。 

私は、しいたけを選別する作業をしました。おばちゃんたちが選別しやすいように、しいたけをうらがえす

作業をしました。おばちゃんたちはやさしくてうらがえしにできなくても、「いいよ。そんなにいそがないで。」

となぐさめてくださいました。私は「おばちゃんたちは分けるのが早くてすごいなぁ。」と思いながらしまし

た。シールはりなども全部おわって、はこづめもがんばってました。 

こんなにがんばれたのは、おばちゃんたちのおかげだと思います。本当にありがとうございました。 

Ｈさん ６年生 

 

 

 

 



森のエコスクール 平成１６年度 恒富小学校 

○和紙すき 

諸塚和紙漉き屋のみなさまへ 

先日は紙すき体験をさせていただきどうもありがとうございました。 

紙を漉くことは初めてだったんですが、何度か失敗しました。みなさんのおかげでいろいろと勉強になりま

した。紙は一日でできると思っていたのですが一週間もかかるなんて聞いたときはびっくりしました。 

また体験したいです。いろいろ教えていただいて本当にありがとうございました。 

Ｍくん ６年生 

 

諸塚和紙漉き屋のみなさんへ 

先日の紙すき体験では教えてくださってありがとうございました。 

紙すきをするとき「見てたからできるよ」と思っていたのですが、実際には何回か失敗しました。けれども

やっとできたときにはとてもうれしかったです。それとやさしく指導して下さってどうもありがとうござい

ました。このことは中学になっても高校になっても忘れません。 

いつか会えるといいですね。大きくなったときにまた諸塚に行きたいと思います。本当にありがとうござい

ました。 

Ｍさん ６年生 

 

紙すきの先生へ 

紙すきをして作るのは、むずかしいということがわかりました。わたしは、紙すきはかんたんだと思ってい

ました。でも、やぶけたり、しわが入ってしまったりしました。でも、紙すきの先生は、やさしく「こうや

ってやるんだよ」とやさしくおしえてもらいました。紙すきの先生にやさしくおしえていただきありがとう

ございました。 

Ｓさん ４年生 

 

諸塚和紙漉き屋の方々へ 

先日は、とてもていねいに紙すき体験のことについて教えて下さって、ありがとうございました。 

諸塚の方々は、私達をやさしくむかえ入れて下さいました。こんなに色々な体験ができたのは、親切な人々

のおかげだと思います。この紙すきは自然を使い、時間をかけて一つひとつ作っているので、紙にあたたか

さがこもっています。 

こういう体験は、家ではあまりできないので、いい経験になりました。ありがとうございました。 

Ｔさん ６年生 

 

 

 

 



森のエコスクール 平成１６年度 恒富小学校 

○諸塚小学校 

諸塚小学校のみなさんへ 

ぼくは、お宝マップのときは一言もしゃべりませんでした。そしてお宝マップをかいているときはすこしず

つなれちょっとしゃべることができ、うれしかったです。そして最後のときはいっぱいしゃべってたのしか

ったです。またゆっくりしゃべってみたいです。またどこかであいましょう。 

Ｓくん ６年生 

 

もろつか小のみなさんへ 

１０月２８日はお世話になりました。また遊びに行くことがありますのでよろしくおねがいします。マップ

作りはとてもたのしかったです。またいろいろな話をすることができてよかったです。またもろつかに行き

ます。本当にありがとうございました。 

Ｎくん ４年生 

 

諸塚小学校のみなさんへ 

先日はお宝体験マップを一しょに作ってくれてありがとうございました。それでお友達ができました。１人

だけですが友達ができてうれしかったです。今度は私たちの延岡にぜひ来て下さい。そのときはいろいろな

場所を教えたいです。私も大きくなったらまた諸塚に遊びに行きたいです。ありがとうございました。 

Ｍさん ４年生 

 

諸塚小のみなさんへ 

諸塚小のみなさん先日は本当にありがとうございました。お宝マップを作るときに、なつみさんとのりみさ

んが私のはんといっしょでした。最初はぜんぜんしゃべれなかったけれどお宝マップをつくっているとちゅ

うに少しだけしゃべれました。少しだけでもしゃべれたのでうれしかったです。もっとしゃべて友達になり

たかったけどなれませんでした。また、諸塚小の人とふれあえるときがあったら、こんどは友達になりたい

です。いっしょにお宝マップをつくってくれてありがとうございました。 

Ｊさん ６年生 

 

諸塚のみなさんへ 

この前のお宝マップ作成では、協力してくれてありがとうございました。おかげでいいマップがつくれまし

た。それと一人だけ名前をおぼえることができました。諸塚小のお友達は少ないけれどいい思い出をつくる

ことができました。マップを作りに道をあるいている時にどんぐりや、くりをみつけました。くりのはりは

ちくちくしているけれどくりを足でわったらぜんぜんいたくなかったです。そばの根は赤いことも一緒にな

らいました。いい思い出ができました。 

Ｔくん ６年生 

 



森のエコスクール 平成１６年度 恒富小学校 

○諸塚交通 
諸塚のバスのうんてんしゅさんへ 

私は、バスに何回も乗りました。私は友達とトランプをしたり、リズムフォーをしたりして、あそんでいま

した。私は、バスに乗るのが大好きです。行き、帰りやずっと乗せてくれるとつかれないのかなあと思って

しまいました。諸塚からのべおかまで乗せてくださって、ほんとうにありがとうございます。 

Ｋさん ４年生 

 

もろつか交通の方々へ 

かしきりバスを出していただいて、ありがとうございました。バスいどうがとても楽しかったです。３日間

ありがとうございました。 

Ｎさん ４年生 

 

諸塚交通のみなさんへ 

先日はどうもお世話になりました。私たちがおしゃべりしている時も、安全な運転をしてくれました。おか

げで、安心して乗ることができました。本当にありがとうございました。くねくねの道とかガタガタの道な

ども、上手に運転していました。すごいですね。それでは、さようなら 

Ｋさん ６年生 

 


