
発表④

「多摩川イベント紙芝居 P ５「多摩川イベント紙芝居 Part ５」

青梅市立河辺小学校～青梅市立河辺小学校～

青梅市 河辺小学校 ５年 丸山 幸希青梅市 河辺小学校 ５年 丸山 幸希

青梅市 河辺小学校 ３年 丸山 友希

青梅市 河辺小学校 １年 丸山 大希青梅市 河辺小学校 １年 丸山 大希
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[こ] 青梅市立 河辺小学校５年の丸山幸希と 

[ゆ] ３年の丸山友希、 

[ひ] １ねんの丸山大希が はっぴょうします。 

 

[全] 「多摩川 イベント かみしばい パート ファイブ」 

はじまり、はじまり～。 
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[こ] 今年も多摩川で色々な体験をして、たくさんの発見がありました。 

それを紙芝居にして発表します。 

 

[ゆ] 今年は、ふっこうを祈る灯ろう流しに初めて参加しました。 

羽村市の さくらまつりにも行きました。 

 

[ひ] ことしは 小学１ねんになった ぼくも 

おにいちゃん、おねえちゃんと いっしょに はっぴょうします。 

多摩川イベント 

紙しばい 

Ｐａｒｔ５ 

3 月 復興を祈る灯ろう流し 

4 月 羽村さくらまつり 

5 月 多摩川サイクリング 

5 月 奥多摩湖 

5 月 多摩川春のあゆ祭り 

5 月 ヨモギダンゴ作り 

7 月 ガサガサ水辺の探検隊 

7 月 愛鳥博士に合格！ 

7 月 ガサガサ自由研究 

8 月 夏休み多摩川教室 

9 月 多摩川まるごと遊び塾 

10 月 親子さかな釣り体験 
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[ゆ] ３月６日 

山ちゃんが開催した灯ろう流しに初めて参加しました。 

５年前の東日本大震災のとき、私は４歳でしたが、 

あの大きな揺れは、いまだに忘れられません。 

東北のみんなに頑張って欲しい。 

ふっこうを祈り、灯ろうを手作りしました。 
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[こ] 忘れてはならない３．１１。 

東北に笑顔を・・・。 

そんなメッセージを灯ろうに書いて、多摩川から発信しました。 

自分たちも頑張ろう。そんな気持ちになりました。 
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[ひ] ４月２日 

はむら さくら まつりに はじめて いきました。 

たま川に さくらの 木が たくさん ならんでいました。 

２００ぽん くらい あるそうです。 

とっても きれいでした。 

 

[こ] ここには羽村取水堰があり、 

多摩川の水の約８０％を取水して玉川上水に流しています。 

そのため、ここから下流の多摩川は急に水が少なくなります。 

水量の少ない多摩川しか見たことのない方は、 

青梅の多摩川を見に、足を運んでみてください。 

違った風景が見られます。 
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[こ] ５月４日 

お父さんと一緒に自転車で昭和記念公園に行きました。 

 

多摩川沿いには多摩川サイクリングロードが長く続いていて 

信号がなくて、とても便利です。 

 

昭和記念公園はとても遠く感じたけど、 

青梅から自転車で往復することができて、 

味わった達成感は想像以上でした！ 
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[こ] 多摩川は色んな顔を見せてくれました。富士山も見えました。 

川幅が狭くなったり広くなったり、水が少なくなったり多くなったり。 

昭島市のマンホールにクジラの絵が書かれていることも発見でした。 

 

さて、ここでクイズです。青梅と昭和記念公園の間を往復しましたが、 

往復何キロ走ったでしょうか。 

１番 ３０キロ 

２番 ２３キロ 

３番 １９キロ 

では手を挙げてください。●番の「」だと思う方 

 

正解は１番の「３０キロ」です。 

３０キロも自転車で走ったので、お尻が痛くなりました。 

 

クイズ 
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[ひ] ５月５日 

おくたまこに いきました。とても 大きな みずうみです。 

むかし こうじをして ダムを つくって、とうきょうに すむ 人が 

のむ 水を たくさん ためていると、おとうさんから ききました。 

 

[ゆ] ダムを作るとき、そこに住んでいた人みんなに引っ越してもらった 

そうです。ダムの下には村が眠っています。村を出た人のためにも、 

水を大切に使わなければいけない、と思いました。 

さて、ここでクイズです。奥多摩湖の広さは東京ドーム何個分でしょうか。 

１番 ７０個分 

２番 ９０個分 

３番 １１０個分 

手をあげてください。●番の「」だと思うかた 

正解は２番の「９０個分」です。 

クイズ 
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[こ] ５月８日 

山ちゃんが開催した「多摩川 春のあゆ祭り」に参加しました。 

川崎の多摩川は、僕の住む青梅と違って、川幅が広くて水の流れが 

とても緩やかです。 

まず始めに、川で安全に遊ぶためのお話を聞きました。自らの命を 

守るための、大事な紙芝居です。この紙芝居は何度も聞いていますが、 

毎回勉強になります。それから、あゆを放流したり、ブラックバスの 

解体ショーを見たり、盛りだくさんのイベントでした。 
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[ゆ] たくさん遊んだ後、天然あゆやブラックバスの天ぷらを食べました。 

天然あゆの塩焼きは、顔の大きさくらいあって びっくりしました。 

すごく おいしかったです。 
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[ひ] ５月１４日 

おうめで ヨモギダンゴを つくりました。川らで とった ヨモギを 

ゆでた あと、すりばちと すりこぎで つぶすのが とても 

たいへんでした。つぶした ヨモギに こなを まぜて、ダンゴの 

かたちに して ゆでて かんせいっ！ もちもちしていて 

おいしかったです。たべたときに はなの 中で ヨモギの いい 

においが しました。また つくりたいです。 
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[ひ] ５月１５日 

おうめで ちあゆを ほうりゅうしました。ちあゆとは、あゆの 

あかちゃんの ことです。やさしく さわってみました。ぬるぬるしていて 

小さくて かわいかったです。すごく げんきで、バケツの 中で 

とびはねました。あゆは、とうきょうわんまで 川を おりて、うみを 

およいで、そして また たま川を のぼります。けがを しないで 

おうめに もどって きて ほしい。そう おねがい しました。 
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[ゆ] ７月２日 

「ガサガサ水辺の探検隊」に参加して、ヤマメとニジマスのつかみ取りを 

しました。お魚は必死に逃げます。こっちもつかまえるのに一生懸命です。 

やっとのことで、お魚をつかまえることができました！ 

 

[ひ] そのあと カッターを つかって おさかなの おなかを 

さきました。ちが すごく 出てきて、手が ちまみれになりました。 

しんぞうも ぴくぴく うごいていました。 

さいた おさかなは しおやきにして いのちを いただきました。 

すごく おいしかったです。 

 

[ゆ] 今、世の中では親を殺したり、子どもを殺したり、友達を殺したりと 

おかしな事件が増えていますが、このようなイベントで命を大切に 

することを学べば、そういった事件も減るのではないか、と思います。 
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 [ゆ] ７月２０日 

私が通う河辺小学校が にんていする「愛鳥博士」に合格しました！ 

「愛鳥博士」は、鳥の写真を見て名前を当てるテストに合格することで 

にんていされます。合格の あかしとして、にんていしょうと 

ジョウビタキのバッジをもらいました。とても嬉しかったです。 

 

[こ] 僕は、鳥の写真を見て名前が分かる「愛鳥博士」と、 

鳴き声を聞いて名前が分かる「スーパー愛鳥博士」に合格しているため、 

今年４月に新設されたばかりの「ウルトラ愛鳥博士」のテストを受け、 

無事、合格することができました！ 

「ウルトラ愛鳥博士」は、鳥の特徴を読んで名前を当てる、といった 

とても難しいテストをクリアすることで認定されます。 
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[こ] ７月２４日 

夏休みの自由研究で、河辺川原にある池でガサガサをして水の生き物を 

調べました。絶滅危惧種のツチガエルのオタマジャクシや卵、 

シマドジョウを捕まえたときは感動しました。 

青梅には、まだまだ自然がたくさんあると感じました。 

絶滅しないで欲しい。絶滅危惧種を大切に扱おうと改めて思いました。 
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残念ながら外来種も捕まりました。 

グッピー、ヌマエビ、タイワンシジミです。 

外来種は勝手にやって来ることはないので、誰かが放したんだと思います。 

生き物を捨てないで欲しいです。 

来年もまた自由研究で調査したいと思います。 
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[ひ] ８月６日 

山ちゃんイベント「なつやすみ たま川 きょうしつ」に いきました。 

たま川に ３メートルくらいの たかい はしごを おいて 

ライフジャケットを きて、川に むかって 大きく ジャ～ンプっ！ 

たのしくて なんかいも やりました。 

学校の プールで とびこみは してはいけないので、 

たま川だから できる あそびだなと おもいました。 
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[ゆ] かな川けんがわの きしから 東京都がわの きしまで 

やく１５０メートル。多摩川を泳いで渡ることができました！ 

私が住む青梅とは違って、川の流れが ゆるやかなので渡れたんだと 

思います。かな川から 東京まで 川を泳いで渡れるなんて、 

何だか不思議な気持ちになりました。 

川から上がったあと、スイカ割りをやりました。 

多摩川で食べるスイカ、とてもおいしかったです。 
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[ひ] ８月７日 

たま川 １まん人の せいそうたいかいに さんかしました。 

みんなでゴミをひろって たま川の 川らを きれいにしました。 

 

[ゆ] 多摩川をきれいに使おうという、青梅市民やお客さんのいしきが 

高まっているのか、多摩川のゴミは年々へっていると聞きますが、 

今年もゴミがたくさんありました。 

自然はみんなのものです。みんなで多摩川をきれいに使いましょう！ 

 

 

 



20 

 

 

[ゆ] ９月３日 

青梅で開催された「多摩川まるごと遊び塾」に参加しました。 

このイベントでいつもはゴムボートを使って川下りをしますが、今年は 

台風が過ぎた直後で水量が多く、流れも早いということで、山ちゃんの 

考えによりゴムボートの代わりにタライ舟を実施。 

バランスを取るのが難しく、逆にとても面白かったです。 

タライ舟、またやりたいです！ 
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[ひ] この日、おうめに いどうすいぞくかんが きてくれました。 

すてられた ミシシッピアカミミガメが たくさん きてくれました。 

とても かわいかったです。 

こんなに かわいいのに なんで すててしまうんだろう。 

とちゅうで すてずに さいごまで かってあげて ほしいです。 
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[ゆ] １０月２３日 

「親子さかな つり体験教室」に参加しました。お魚の種類はヤマメです。 

去年 私は ２ひきしか つれず くやしかったけど、 

今年は ８ぴきも つりました！ 

 

[こ] 去年、僕は１匹しか釣れず、悔しい思いをしました。 

今年も最初はあまり釣れなかったけど、「釣りは最後まであきらめずに 

続けることが大切なんだ」ということを去年お父さんが教えてくれたので、 

諦めずに続けました。そうしたら何とか４匹釣れました！ 

釣れたと思って竿を上げた後、魚があばれて逃げてしまうことも 

ありました。悔しかったです。 
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[ひ] さて、ここでクイズです。 

ことしは、かぞく ４にんで さんかして ぜんぶで ２０ぴき 

つりました。そのうち ぼくは なんびき つったでしょうか。 

１ばん ５ひき 

２ばん ７ひき 

３ばん ９ひき 

では、手をあげてください。 

１ばんの「５ひき」だと おもうかた 

２ばんの「７ひき」だと おもうかた 

３ばんの「９ひき」だと おもうかた 

せいかいは ２ばんの「７ひき」です。 

らいねんは もっともっと つりたいです！ 

 

 

クイズ 
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多摩川 大すき 
 

[こ] このように今年も色々な体験をして色々な発見がありました。 

僕の今年の一番の思い出は、ウルトラ愛鳥博士「身近な鳥たち」部門に 

合格したことです。来週は「川原や湖、沼の鳥たち」部門のテストが 

あるので、一生懸命に勉強中です！ また合格します！ 

 

[ゆ] 私の一番の思い出は、タライ舟に乗ったことです。 

今年、初めて体験しましたが、バランスを取るのがとても難しく、 

うまく乗れたときは、とても嬉しかったです。 

 

[ひ] ぼくの 一ばんの おもいでは たま川に おいた たかい 

はしごから きれいに ジャンプできたことです。 

学校の プールでは できないことを おもいきり やりました。 

らいねんも いろいろな イベントに いきたいです。 

たま川が 大すきです！ 
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（げんき よく せーの） 
 
全：お～し～まいっ！ 
 

 

おしまい 

Ｐａｒｔ５ 


