
42回生 春の遠足（東山）アンケート 

 

最初は雨で遠足充分楽しめるか不安だったけど、晴れてきて普通に十分に楽しめた！島津製作所行ったけど空

いてなくてほんとにむなしかった。その日は２２キロも歩いて足パンパンになったけど楽しかった。 

 

今回の遠足で京都河原町の寺社仏閣を見ることが出来て良かったと思います。また、幕末の歴史を学ぶことが出

来たいい機会だと思いました。 

 

久々に遠出をしたので疲れました。班のメンバーと一緒に話しながら目的地に行ったりしてとても楽しい時間でし

た。写真もたくさん撮れたことも嬉しかったです。 

 

京都に行くのは緊張して不安だったけど、無事に着くことができて良かったです。班のみんなと観光できて

楽しかったです。 

 

とても充実した遠足になりました。集合に遅れてしまいそうになった時は焦りましたが、その後は問題もなく

楽しめました。 

 

まずは、コロナがまた増えてきた中だったけど、遠足が出来て良かったです。初めて喋る人が班にいて、ちょっ

と緊張もしたけど、楽しかったし、これから他の人とも気軽に話せるようにしたいと思いました。 

 

普段あまり東山に行くこと後ないので初めて行くところが多く新しい発見がありました。とても楽しかったです。また

友達とかと行きたいと思います！ 

 

朝電車乗れるか不安でしたが友達のおかげでなんとかなり班の人と楽しめました。特に清水寺での観光は景色

が良くて感動しました 

 

思っていたよりも自由だった。3 回目の京都だったけど何回みても飽きないくらいに楽しめた。たくさんの文化を

知ること後でき、とても有意義な時間になった。 

 

京都には 10日前に行ったばっかりなんですけど、何回見ても良い景色で良い雰囲気だなと思いました。それから

友達とは初めて行ったのでまた違った楽しみ方ができました。 

 

今回の遠足は京都の文化や街の背景などいろいろなことを学んだ。特に清水寺から見た景色は最高にき

れいで美しかった。また、八ツ橋の和菓子は試食したがあまりにも美味しかった。少し時間が少なかったので次行

く時はもっと散策して、もっと楽しみたい。班の人全員で美味しいスイーツを食べられてよかった。清水寺までの坂

がとても長くて歩くのが疲れたけどめっちゃ楽しかった。 

まず、雨が止んでよかったです。班活動では､予定は上手く作れなかったけど、結構楽しめたと思います。です

が、時間が余ったので、これは改善すべきだと思いました。何時間も歩き続けてとても足が疲れたが、高い位置か

ら見る景色は、そんな疲れを吹き飛ばすぐらい美しくて、また明日から頑張ろうと思えた。 

 

初めて行って何があるか全くわからなかったけど、みんなで調べて美味しいもの食べに行ったりできて、とても楽

しかったです。高校生ならではの楽しみ方ができたと思います。充実した 1日になりました。 

 

まず、行きも帰りも電車の中では席を譲れていたしマナーも守れていたと思います。コロナ禍で行事が減って

いた中、遠足に行けたのはとても嬉しかったし、楽しかったです。班行動ではきちんと予定通り行きたいところに行

けたし、仲も深まりました。今後またこのような行事があればとても嬉しいです。 

 

今回の遠足では京都の様々な文化について触れることが出来ました。その中でも青蓮院では最澄のことについ

て書かれている古文がありそれを班で解読するのが面白かったです。学校で習った単語も多く使われていたので

学を身につけていると何かと役に立つということが分かりました。これを受けてもう少し普段の授業を頑張りたいと

思いました。 

 

コロナの中で班員と楽しく京都を観光できてとても良かったと思いました。同じクラスメイトの子とあまり交流がな

かったので今回の活動で仲良くなることができて良かったです。清水寺から見える景色は自然の美しさが伝わる

ものでした。集合完了が遅れてしまったけれど修学旅行に行けるように日々の学校生活を意識していきたいです。 

 

遠足を通して友達との友情も深まり京都の昔からある建物を見ることで京都の歴史を少し理解しました。国語の

授業で清水寺を舞台に書いている検非違使忠明のことというものを読んでからその場所に行くと想像

しやすかったです。 

 

クラスが変わって初めての行事でまだあまり話せてない子もいたけど、班の子達とはこの遠足を通して仲

良くなれました。京都を周るのも楽しく、色んな写真を撮ったりしていつもは撮れない先生との写真も撮れて良か

ったです。 

 

京都府の東山の名所を巡って京都の文化や歴史に触れることができました。班員達と楽しくいろいろなところをま

われたので良かったです。 

 

今日は生憎の曇りでしたが、無事チェックポイントでみんなと写真を撮ることができて良かったと思います。同じ班

の人とより親睦を深められて良かったと思います。 

 



今回の遠足では少し雨は降ったが、活動に支障がでるレベルではなく、楽しく校外活動ができてよかった。京都の

建造物は見応えがあり見学していて楽しかった。 

テレビとかで映っていた建物なんかが実際に入ってみると思っていたのとぜんぜん違う構造をしていたりしていて

面白かった。 

 

コロナ対策しながら何とか実施出来たことをとても嬉しく思います。清水寺はあまりにも高かったので

高所恐怖症の僕には色んな意味で刺激的でした。 

 

久しぶりに京都に行った。霊山歴史館良かった。清水寺は時間がなくて行けなかったけど、その手前のお土産屋

さんは行けた。色んなお店があったので良かった 

 

霊山歴史館に展示されていた坂本龍馬を切った刀や近藤勇の愛刀を初めて見る事ができたのでとてもい

い経験になったし、京都らしい特産物もたくさん見られたので楽しかったです 

 

今日はあいにくの天気でしたが、幸い雨に降られることなく無事遠足を終えられてよかったです。去年から同じク

ラスの人や今年初めての人ともマナーを守りながら遠足を楽しめました。 

 

同じ班の子と一緒にいろいろな所をまわって、観光したりお土産を買えたりして楽しかったです。班の子とも前より

仲良くなれたと思います。 

 

この遠足でクラスメイトとの仲が深まったと思います。コロナ禍で、遠足は行けないと思っていたけど、行けて

良かったです。今までにない自由行動で色々な所に行けてとても楽しかったです。また行きたいです。 

 

今回京都を見て回って見て、思ったのは古風な感じがして独特の雰囲気があるなと思いました。次はコロナが収

まった時に行きたいですね 

 

楽しかった。自分は和の雰囲気がとても好きなので、清水寺や京都の町を歩いているだけでわくわくした。 

もう少しお金を持って来ていれば、刀や下駄や笠などを買いたかった。 

 

僕たちは清水寺と八坂神社に行きました。八坂神社は行ったことがなく初めてでした。清水寺は最後に行ったの

が工事中だったので工事が終わっていてよかったです。今回は東山だけなので次は広い範囲散策したいです。 

 

最初は４時間もと思っていたけど、実際歩いて話してってしたら４時間はあっという間でした。もっとたくさん食べ

たかったです。清水寺はとても綺麗で行って良かったです。また行きたいです。 

 

今回の京都遠足では京都の観光地や名物などについて知ることができてとてもよかったです。ついでにこのコロ

ナ禍の中での行動を考えながらすることができて、非常に良い経験になったと思います。これからの行事にも

率先して参加していきたいです。 

僕たちは、清水寺に行きました。テレビで見るよりも迫力があり、とても感動しました。お土産が思ったより安

かったです。 

 

みそ団子がめっちゃ美味しくてもう一本食べそうになった！次行っても絶対食べる！マカロンを食べた！ 

めっちゃ高かったけど、とてもおいしかった。京都の景色も上から見えて綺麗だった！ 

 

班の人と上手くできるか、初めは不安ばかりだったけど、色々なところを歩き回っているうちに自然とたくさん

会話もできて打ち解けることができました。 

 

数年ぶりに訪れた京都。昔とは違い歴史の内容も少し頭に入った状態で散策する京都はまた違った印象でした。

八つ橋は少し苦手な味でした。高台寺の拝観は本当にオススメです。行ってみてください。 

 

最初班のことで少し不安もありましたが楽しかったです。また知恩院で優しい方が色々と教えて下さり、忘れ傘と

いうものについて知ることが出来ました。思いのほか小さく、なかなか気づけませんでしたが不思議なものでした。 

 

京都行くまでは嵐山以外なんもないんかな〜って思っていたけど美味しいもんいっぱいあって、よかったです！ 

 

久しぶりに京都に行って、たくさん歩いて色々なところに行けました。八坂庚申堂はずっと行ってみたかったと

ころなので行けてよかったです。清水寺は階段が多くて大変だったけど綺麗でした。また行きたいです。 

 

２年生になってから初めての行事で色んな人と話せてよかったです。たくさん歩いて疲れたけど、美味しいものい

っぱい食べられました。 

 

最初はクラスに慣れなくて少し不安だったんですけど、今日の遠足でびっくりするぐらい距離も縮まって、本当に

楽しかったです。素敵な友達を持てて、とても恵まれていると感じました。 

 

新しいクラスになって初めての遠足だったので班のみんなとしっかり馴染めるかとても不安だったけど一緒に回っ

ているうちにどんどんと話が進んだりして仲良くなれたと思います。 

 

今日は京都の川原町駅近くを沢山散策して本当に楽しかったです‼︎班のメンバーもとてもよくて楽しめました! 

味噌団子を食べたり、トゥンマカロンを食べたり、とても充実しました‼︎とても楽しかったです♪ 

今日は一日で清水寺など色々な所を観光できてとても楽しかったです。観光する時に写真を撮って下さったり何

か買う時に気軽に話しかけてくださったり、人の優しさにたくさん触れられてとても感謝しています。 



色んな所に行けてよかったです。知恩院では中が金箔になっていて凄かったです。お寺の近くにいた人に、屋根

の裏に忘れ傘があるから見ていってねと言われて見たら、本当に傘があって驚きました。また行きたいです。 

コロナがまた流行していて、1 年生の時みたいに行けなくなるかと思っていたけど、無事に京都に行けてすごく嬉しか

ったです。京都でしか食べられないパフェや、出来たてのみたらし団子など食べられて充実した 1日でした。 

 

新しいクラスになってから初めての行事で最初はドキドキしていたけどとっても楽しかったです！班のみんなとは

仲良くなれたと思っています。たくさん美味しいものを食べてお腹一杯になりました！また行きたいと思いまし

た！！ 

 

歩くのに疲れました。結構色々なところを歩いていたので、足が痛いです。でも、高円寺や清水寺、八坂神社にも

行くことができたので、とてもいい遠足だったと思います。 

 

今回の遠足では日本文化に多くふれることが出来たと思います。伊丹では感じられない和の雰囲気を十分感

じとれてとても楽しく学ぶ事が出来ました。 

 

京都の遠足を終えて、前よりクラスの子と話せるようになった気がしました。最初は、あまり話したことない子

と一緒で不安でしたが、長い時間一緒にいることで少しですが慣れた気がします。良かったです。 

 

２年になって初めての遠足で、周りの人と仲良くなれるか、楽しめるかが不安でしたが、班に誘ってくれる友達

がいたり、どこに行くかを相談し合ったりととても楽しく過ごすことが出来ました。また、食べたり観光したりと、京

都を沢山満喫することも出来ました。 

 

コロナウイルスが広がっている中で遠足に行くことができて本当に嬉しかったです。河原町駅に着いた時は雨が

降っていて心配していたのですが集合の時にはやんだので良かったです。お土産を買ったり班で行動したり楽し

い 1日を過ごせました。 

 

京都は伊丹と違って街並みが上品だなと思いました。抹茶が大好きな私にとって京都の抹茶を食べられた

ことは本当に嬉しかったし、とても美味しかったです。またプライベートでも行きたいなと思いました。京都に行く

のは初めてではなかったけれど、友達同士で計画を立てて観光したのは初めてだったのですごく楽しかったです。

コロナの影響か外国人観光客が少ない京都はとても新鮮でした。新しいクラスの友達といろんなところにいくこと

ができて楽しかったです。次は修学旅行が楽しみです。 

 

ヒューマンのクラスになり、仲良い子はみんな決まっていたので気を使わない楽しいメンバーでした。でも、クラス

替えしたのに話したことない子との関わりはあまり無かったのでこれから深めていきたいです。 

 

今回の遠足で京都にある神社を回ったり、美味しいものを食べたりして、京都の街を楽しむことができました。知

恩院ではおじいさんが「忘れ傘」を教えてくれて見つけることができました。班のメンバーはあまり話したことが

ないのもいたけど、話したりして、仲良くなれたと思うのでとてもよかったです。 

コロナの中新クラスで京都に行けて本当に良かったです！念願の抹茶館や大学芋、アイス、唐揚げなどたくさん

食べられて良かったです！また、映え写真を撮ったりしてとても充実しました。また行きたいです！ 

 

２年に進級して初めての行事を無事に終えることが出来て良かったです。京都の食べ物や趣のある建物を近

くで見て色々な事を感じる事が出来たので、とても良い経験になりました。沢山の物をみていい刺激になりました。 

初めましての子が多い中、楽しく色んな所に行けたことが嬉しかったです。神社へ参拝し写真を撮ったり京都の街

並みを見たり友達と共有できて良かったです。そして仲良くもなれたので良い思い出となりました。 

 

新しいクラスでの環境で一緒にご飯食べたり綺麗な景色見られたりしたのでとても楽しかったです。特に美味しい

穴場カフェに巡り会えて嬉しかったです＾＾ 

 

とても面白かった…京都で遠足するのに自分たちでどこに行くかなどを決める時から楽しかった。 

予定通りに行かなくても色々なものがあったので、とても楽しかった。 

 

２年生で初めての遠足ですごく楽しみにしていました。新しく出来た友達と京都を周れて仲良くなれた気がしまし

た。清水寺とか京都の有名な所に行けて良い思い出になりました。 

 

今回の遠足は決められた時間範囲と、チェックポイント以外は、「自分たちで計画を立てて行動する｣だったので、

道に迷わないか、仲良くやっていけるか、など不安なことが沢山ありましたが最後まで笑って楽しめたので

良かったです！！ 

 

京都でいろんな思い出作れてよかったです。清水寺は初めて行ったので、写真とかでしかみたことがなかったの

ですが、思っていたよりも綺麗で、すごかったです。お土産買ったり写真撮ったり本当に楽しかったです。 

 

建物は昔の雰囲気だったり、京都特有の造りをしたものが多かったり印象的だった。伊丹に坂があまりないの

で歩いて移動するのはとても大変だった。初めて行った場所も沢山あったので良い経験になった。 

 

最初に高台寺に行って参拝をした後、清水寺に行きました。清水寺まで遠くて大変だったけど清水寺で見た景色

はとても綺麗でした。今日はあんまり時間通り回ることが出来なかったので修学旅行では気をつけようと思

いました。 

 

京都の風景を見られて行けて楽しかったです。坂が多く疲れたので次は車で行きたいです。また行きたいです 

 



クラス替えをしてすぐの遠足だったので班を作れるかとか不安な事が多かったけど、思っていたよりもいい感じに

遠足を終えることができて良かったです。 

 

去年もクラスが同じだった４人で行動していましたが、去年は見えなかった良い一面が見えたと思います。こ

れからの学校生活なども通していろんな人のいろんな性格を知り、修学旅行が楽しめるようにしたいです。 

 

１から自分たちで考えて行くのは初めてだったので最初は、不安だったけど協力してなんとか清水寺や八坂神社

にいけました。京都の景色は、とても綺麗でした。この遠足で友達の仲が深まったと思います。 

 

京都のお寺などの風景が良く、文化や歴史を感じることができました。班員と喋りながら楽しく協力して色んな所

を回ることができたと思います。 

 

人の温かさに触れることができました。新しいクラスで少し不安でしだがとても楽しかったです。コロナ禍で制限が

多い中でも楽しめて良かったと思います。 

 

仲いい友達と、前のクラスでも同じだったけどあまり話してない友達と行きましたが、いろいろなアクシデント 

(とんび)があり、いい思い出が出来ました。 

 

初めて京都に行った！京都の雰囲気が良かった！美味しいものもいっぱい食べられたしお土産も買えた！着物

とか着ている人がいて京都って感じがした！人力車に乗ってみたいな〜と思った！コロナが無くなったらまた

行きたい！ 

 

電車で現地集合とか初めてだったから不安だったけど、ちゃんと計画立てて時間通りに行けて良かったです。京

都で色々神社とか回ったけど、坂道とかが意外とあって歩くのが少しキツかったです。でも基本計画通りに行けた

と思うので修学旅行などの行事でも同じように出来たらいいなと思います。 

 

コロナの中なので行けるかわからなかった遠足だったけど、すごく楽しかったし、いい思い出ができました。 

一年生の時の遠足とは違って班で周る事で絆がより深まってたくさん笑えました！ 

 

私の班は高台寺に行ったのですが、登った時の景色がとても綺麗で人も少なかったのでゆっくり回ることが出来

ました。でも後々先生からその近くに坂本龍馬の墓があると聞いて、めっちゃ行きたかったぁ…と悔しかったで

す（笑） 

 

コロナ禍の中で、新クラスで遠足に行けた事は凄く良かったです。学校で知れなかった友達の表情も見られたり、

仲良くなかった子と遠足の話で会話が弾んだり、去年の１学期では出来なかった事ができたのでよかったで

す。また行きたいです 

ずっと歩いていたから疲れたけど色々美味しかったし景色とかが綺麗だったので行けて良かったと思いました。 

 

２年生最初の行事だったので不安もあったけど楽しめたので良かったです！京都の建物や風景を見ながら 

抹茶やスイーツなどが食べられたのでとても楽しかったです。修学旅行も楽しみです！ 

 

僕達が見学したのは清水寺でした。清水寺での景色はとてもよく、京都を一望出来ました。 その他はアイスなど

スイーツを食べましたがとても美味しかったです。 

 

高校生になってから初めてちゃんと遠足に行けてコロナで行けると思っていなかったのですごく嬉しかったです。

修学旅行も行けたらいいなと思いました。 

 

何回か遠足でいったことがある京都だけど、季節によって、町並みや風景が全然違ってくるのがとてもいいなと思

いました。今回の遠足で 1 番記憶に残っているのは知恩院で、思っていたより大きかったことです。知恩院の中に

は階段が無数にあって見ることよりも、移動する事に集中してしまうほど沢山ありました。その他にも普段話さな

い人とコミュニケーションがとれて良かったです。 

 

班のメンバーで楽しく京都をまわれて凄く楽しかったです。坂が多くて足が痛くなり、運動不足を実感しました。 

新しいクラスで遠足に行けてよかったです。 

 

京都の景観が綺麗だった。八坂神社が大きかった。清水寺も大きかった。お土産も沢山買えた。歩き疲れた。 

班行動もスムーズにできた。 

 

コロナ禍だったけど京都に行けてとても嬉しかったし、何より三組で大好きな人達と京都に行けて良かったです！ 

最後の写真大会？では念願の人と写真も撮れてめっちゃ楽しかったです！！！ 

 

今日は学校で初めてで個人では久しぶり京都に行ったけど、食べ物が沢山あって景色も綺麗な所があって、とて

も満足出来ました。特に初めて行った清水寺ではテレビでしか見たこと無かった景色を実際に見ることができとて

も感動しました。また学校の皆で何処か遠足に行けたらなぁ～と思いました。 

 

コンビニなど伊丹と違って街並みに合わせたりしていて面白かったです。クラスの子とも自然と話せてよかったで

す。 

 

清水寺や八坂神社、お土産買ったり、写真撮ったりしてとても楽しかったです！清水寺の後八坂神社行ってまた

お土産買いに清水寺まで歩いたのがめちゃくちゃしんどかったです笑笑 

 



今回の遠足ではまんぼうなどにより延期、もしくは中止になると思っていましたが無事にいけた嬉しかったです。

また班もいい班で行くことが出来ました。歴史ある京都の街を十分に満喫できたと思います。また機会があれば

行ってみたいです。 

 

せっかくの京都なのにほとんど人がいなくて、チェックポイントはスムーズに回れたけど少し寂しかったで

す。不完全燃焼なのでいつかリベンジしに行きたいです。あまりしゃべったことのない人も班にいたけど、この遠

足を通して、話せるようになれたので良かったです。 

 

はじめ、円山公園に向かう途中に雨が降ってきて天気が不安やったけど、みんなが集合したら晴れてきて、その

あと雨が降ることなく無事に終われたのでよかったです。お昼ご飯を食べていたらトンビがきておにぎりを取ら

れたのでショックでした。 

 

京都は行ったことがなくて何があるのかもよくわかってなかったけど今回の遠足で京都の街並みや有名な場所を

知ることができ、また伊丹西高の生徒として責任をもって行動できたと思います。 

 

八坂神社に行って迫力がすごかった清水寺がとてもすごかったお土産も京都のやつを買えた班で協力して遠足

を終えられてとてもよかった 

 

京都の街並みが綺麗だった。全体的に茶色だった。清水寺のいき道が楽しかった。いいお土産も買えた。 

ソフトクリームもとても美味しかった。 

 

コロナが流行っている中でみんながマスクや消毒などの感染対策をきちんとしてので、無事に遠足を成功

させることが出来たと思います。また、クラスの行事は初なので絆を深め合うことが出来ました。 

 

班行動だったので結構自分たちが行きたいところに行けてよかった。京都には自分達が普段見ている看板もアレ

ンジされていて面白かった。 

 

４組で初めての遠足だったのでみんなと仲良くなれてとても楽しかったです。かき氷を食べてとても寒くなった

けど美味しかったのでいい思い出になりました。最初は友達だけで京都に行くのが不安でした。午前のチェックポ

イントは高台寺です。ねねが創建した寺で想像していたよりもお庭がすごく綺麗で友達と感激していました。午後

のチェックポイントは八坂神社で国宝の本殿など建物をたくさん見ました。おみくじで大吉が出てすごく嬉しか

ったです。時間があっという間に過ぎて足りないぐらいでした。 

 

まず雨が降るかもしれない予報だったけれど、降らなかったので、良かったです。京都では、いろんな所を歩いて

疲労も溜まったけれど、楽しく過ごせたのでよかったです。 

 

私は今まで何度も京都に行ったことがあったけど今回行ってみて人の少なさに驚きました。海外の観光客の方

もほとんど居なくてお店もあまり空いてないしコロナによる経済的な影響の大きさを改めて感じました。 

 

今回の遠足では高台寺のいろんなきれいな景色が見られた。たくさん歩いたが、とても高いところで眺めがよかっ

た。知らない友達ともいろいろ話せてとても楽しかった。 

 

高台寺や八坂神社を見てまわりました。パンフレットに、その建物の歴史が詳しく載っていて、その周りの道でも

日本の文化としての風景があって、自分たちの住んでいる国の文化を知れてよかったなと思いました。 

 

清水寺では、舞台が思ったより高くて「忠明ようこんなとこから飛んだな」って思いました。昼食は『ろじうさぎ』

のオムライスを食べました。とても美味しかったです。最後に、抹茶ドロップスを食べようとしましたが、なかなか開

かず半沢先生に頼みました。コインで開けるのを忘れていました。 

 

コロナが流行ってからあまり不要不急の外出以外遠方の方へ行かなかったが久しぶりに遠方の方へ行って楽し

かったです。京都へ現地集合など最初は、行けるか心配でしたがドジを踏まずに遅れず集合できて成長したと思

いました。 

 

ずっと行っていなかった、京都に行くことができてとても楽しかったです。同じ班の建内さん津江さんと素敵な思い

出を作ることができました。美味しいものも食べられて幸せでした☺︎ 

 

この京都の遠足を通して、新しく友人を作ることができた。班員の中に知り合いがほとんどいなかったが班

行動で仲良くなることができた。これからも学校行事で友人を増やして行こうと思う。 

初めて清水寺に行けて良かったです。行くまではちょっとしんどかったけど着いたらとても景色は綺麗で涼しかっ

たです。コナンで見たことあったけど想像よりも意外と狭かったです。 

 

京都の遠足で電車から友達と京都に向かって高校生で初めての班行動でとても充実した遠足になった。 

 

ずっと雨予報やったし実際に当日の天気は結構雨が降っていたけど、みんなが集合し切った時には雨止んでよ

かった。お寺も綺麗だったし、想像以上にたくさんのお店があって一日中ずっと楽しむことができた。 

 

最初は上手く時間通りに行けるかなと心配していたこともありましたが無事に楽しく終えることが出来たので良か

ったです。 

 

遠足はとても楽しみだったけど現地集合というのは初めてだったのでとても不安でした。でも班のみんなと楽しく

京都をまわれたのでよかったです。 

 



コロナの中感染対策をしながらも京都まで行けて高校生活の思い出の一つになって楽しかったです。クラスの

子とも一気に仲良くなれました 

 

今日の遠足をとうして気づいたことは､京都の道は細いところが多いということと､とても急な坂道が多いということ

です｡伊丹は､移動手段として自転車に乗っている人をよく見ますが､京都では自転車に乗っている人よりも

歩きや､車に乗っている人の方が多いなと感じました｡清水寺の舞台は､私が想像していた以上に高くてびっく

りしました｡古典で習った､忠明がここから飛び降りるには､相当な勇気がいることだと思いました｡ 

 

最初、顔見知り位の間柄の子と部活一緒の子で、不安なとこもあったけど、全員で楽しめるようにみんなが心が

けていたので、とても楽しく過ごすことが出来ました。そして清水寺等に行き、京都の歴史に触れることができよか

ったです。 

 

クラス替えをしてすぐの遠足だったので不安だったところもありましたが、班の皆と仲良くなれて嬉しかったです。

かき氷とっても美味しかったです。 

 

小学校以来京都に行っていなくて、久しぶりに友達と来たから楽しかったです。マスク付けっぱなしはしんどかっ

たけど楽しい遠足でした。 

 

天気が晴れてきて、楽しく観光出来ました。八坂庚申堂のくくり猿がとても可愛かったです。清水家の舞台は

景色がとても綺麗だったので、紅葉や桜の時期にまた行きたいです。 

 

京都に着いてすぐ公園まで行くのに雨が降っていて最悪だったけど公園に着いたらやんだので嬉しかった。京都

の町はとてもきれいでとても楽しかったです。 

 

コロナ禍でどんな遠足になるのか、楽しい遠足になるのか半信半疑だったけど、マスクをしながらでも友達と

一緒だととても楽しかったです。充実した１日になりました。班の子だけでなくて、違うクラスの子とも初めて話すこ

とができたので、いい思い出になりました。 

 

今回遠足に行っていろいろな事を経験できました。班のメンバーは今まで話したことがない人が多かったけど、班

活動を通して仲を深めることができてよかったです。自由活動をして時間を意識して行動することができた。 

 

京都では八坂神社に行きました。清水寺は遠いので行かなかったのですが、八坂神社を訪れて十分でした。たす

きという店のかき氷を食べました。コロナじゃなかったら 3 時間待ちとからしいですが、私達は 20 分程で入

れたのでよかったです。とても多かったですが美味しかったです。 

 

 

今回の遠足では八坂神社や、清水寺に行った。新しいクラスの仲間と自分たちで班を組んで遠足にのぞんで、 

時間を守って行動ができたので修学旅行に繋げたいと思った。またより仲が深まったと思った。 

 

京都は何回か行ったことがあるけど班のみんなで何から何まで決めてやるのが初めてだったからとてもいい経験

でした。修学旅行でもこんなふうにみんなでワイワイいいながらお土産や食べ物屋さんを見ていきたいです。 

 

ひさしぶりに京都に行けてよかった。班の人たちだけでなく、他のクラスの人たちと関わることができたのでいい遠

足だったなと思いました。 

 

自由行動でみんなはぐれることなくみんな楽しく京都を回ることができたのでよかったです。初めての京都だった

し清水寺に行って見たかったので行けて嬉しかったです。 

 

初めて同じクラスになった人しかいなかった班だったけどみんなフレンドリーで楽しかったです。京都の食べ物が

すごく美味しかったです。 

 

二年生になって初の京都遠足では、新しいクラスの友達と楽しく京都の街を回ることができて本当に良かったです。

この遠足で同じ班だった友達と仲を深められたと思います。お店が全然空いてなくてひたすら歩き回って疲れた

のも良い思い出です。 

 

清水寺までの道のりがマジで長くて、絶対最初の目的地じゃないよなって思いました。あと、班長がポケセン行

きたいって言った時に止めるのが大変だった。 

 

上手く計画や時間設定が作れなかったけど、当日はみんなで上手いこと臨機応変に動けて最高の京都遠足にな

りました。また初めましての人も班にいて仲良くできるかなと思ったけど普通に出来たのでとても最高でした。 

 

完全な自由行動だったけど行き先とか昼ごはんとかすべて自分たちでしっかり計画を立てて行動することができ

た 

 

私は京都に行ったのが久しぶりだったのでこの辺りとは全く違う、京都らしい景色が広がっているのがとても新鮮

に感じました。 

 

中学校の校外学習で京都に行きましたが、清水寺や鴨川には行ったことがなかったので、今回行くことが出来て

良かったです。清水寺から見た景色は綺麗で、また機会があれば行きたいです。紅葉を見に行きたいです。 

 

京都は中学のときにも行ったことがあったけどその時よりも出来ることも増えて高校生になったんだなとあらた

めて自覚することができました。 



曇りで、雨が降ると思っていたけど降らなかったのでとても嬉しかったです。お土産屋さんも色んなところに行きま

した。買いたかった物が買えたので、良かったです。そして、帰ろうとした時に、芸能人のプラスマイナスの岩

橋さんに会いました。楽しかったです！ 

 

味噌団子がとくに美味しかった！！！パンケーキパフェや、コロッケ、いちご飴、いろいろな物を食べました！皆と

沢山写真を撮れたり美味しいものを食べたりして楽しかったです！ 

 

結論としてはかなり充実できました。みんなと買った京都自慢のアイスクリーム（抹茶）唐揚げ棒 歴史を感じる清

水寺。 みんなと同じものを共有できて良かったです。 

 

今日の京都の班行動では、古典の検非違使忠明のことの舞台でもあった清水寺に行きました。実際に行ってみ

ると高さに驚きました。班行動の時は節度ある行動が取れていたと思います。色々と歩き回ったので凄く疲れ

ました。 

 

最初は自分たちで調べて京都に行くこととかすごくめんどうくさくて嫌だなと思っていたけれど、それを忘れさせるく

らい楽しい遠足ができとても楽しかったです。修学旅行が楽しみです 

 

京都の街を観光できて満足でした！！いっぱい歩いて疲れたけど新しいクラスの子とも仲良くなれたしいろんなク

ラスの子と写真撮ったり話したりして仲が深まったので行ってよかったなと思います！！ 

 

京都らしい食べ物を買い、特に濃厚抹茶ソフトクリームが本当に濃厚で、中にはカステラのようなものが入っ

ていて、とても美味しかったです。 

 

今日の京都遠足では清水寺という世界遺産を見学できたりして、楽しむことができました。清水寺は山の上に

あったので舞台から見る景色はとても綺麗でした。また機会があれば行きたいです。 

 

行きしに電車乗っている時結構雨降っていたけど着いたらやんでいたので良かったです。帰りめっちゃ疲れて歩く

のに苦労しました。クラス替えで仲のいい友達が少なかったけどこの遠足を通じて班決めではなかなかうまく

いかなかったけど同じ班に入れてくれる子達がいて仲良くなれてよかったです。 

 

京都は学校行事として行くのは 2回目だったんですが、やっぱり道が分かりにくかったです。あれ？ここさっきも通

ったような…ってなるような事が多くて少し困りました。ですが街自体はとても良い雰囲気で出店の人も優しく、観

光するにはとても良い所だなぁという印象を受けました。 

 

自分たちで計画してまわるのがとても楽しかった。清水寺のいつも教科書に写っているところに実際に訪れ

て写真を撮れたのがいい経験になった。１人だけだったらきっとここまで楽しくなかったと思う。友達と一緒だから

こそ、凄く楽しかったし、とてもいい思い出になった。 

 

２年生なってからのはじめての行事で、楽しめるのかなってとても不安でした。だけど、いつのまにか自然と班の

みんなと仲良くなれて終始ずっとうるさくて楽しい京都でした！コロッケとラーメンが美味しすぎました。 

 

ずっと行きたかった京都に再び訪れることができて本当に嬉しかったです。４時間の東山の散策はかなり暇を持

て余すかな、と思っていたら４時間では足りないぐらいでした。仁王門、産寧坂、二年坂や清水寺、さまざまな場

所に行くことができてとても良い時間を過ごすことができました。班のメンバーとも親睦を深められ、たくさんお土

産も買うことができたので本当に楽しかったです。今回の遠足を実施するにあたり、先生方も準備等、尽力を尽く

してくださったと思います。今回の遠足を実施してくださり、本当にありがとうございました！ 

 

今日初めて清水寺に行きました。そこからの景色はテレビで見るような景色でとても眺めが良かったです。色々散

策していると寺と神社が沢山あってしかもどれも大きかったのでさすが京都やなと思いました。 

 

1 年生から同じクラスの友達と 4 人で仲良く行けてほんとうに楽しかったです!!個人的に抹茶がすごく好きなので，

なかなか京都には行けないし、この機会にいけてよかったです。 

 

新クラスになったばかりやったけど、みんなと仲良くしながらまわれてよかったです。2 年の行事はまだいっぱいあ

るんで、そこでも楽しめたらいいなって思いました！ 

 

久しぶりの京都は、前回行った時より見方が変わったのか、前回より楽しめました！お土産選びも、どれ買ったら

喜んでくれるか考えるのが面白かったです。班のメンバーもくだらないことで笑えるような仲だったので、とても充

実した遠足でした！ 

 

今回、遠足で京都に行ってとても楽しかったです。特に楽しかったのは食べ物がすごく美味しくていっぱい食べて

しまいました 

 

京都の歴史の重要文化財を巡ることによって歴史の重みを感じることが出来ました｡京都の町並みは昔なが

らな建物が多く私たちがいつも見ている看板の色とは違う店があって京都ならではの町並みだと思いました｡ 

 

京都までの道のりはしっかりネットで調べておいたので迷うこと無くスムーズに行動する事ができました。

雨が降っていましたが集合完了した頃には晴れたので安心しました。晴れの清水寺から見る景色はとても綺麗で

した。 

 



このコロナ禍の中で京都に遠足に行けたことはとても嬉しかったです。最初、京都も行けないんじゃないか

と心配していたので本当に良かったと思います。新しいクラスになり、友達ともまだ少し壁があるのを感じていたけ

れど、この京都遠足でその壁が少し下がったような気がします！ 

 

ソフトクリームなどの美味しいものがたくさん食べられたのですごく楽しかったです！班はケンカせず仲良くできた

ので楽しい 1日になりました。 

 

京都はどっちかと言うと、身近な所だったけど、改めて行くと色々な発見もあって回っていて楽しかった。また、友

達各ポイントで思い出に残るような写真も撮れたのでとても充実した遠足だった。 

 

普段京都まで自分たちで調べて行くことがないので不安でした。電車を間違えて怖くなったり集合に遅れてしまっ

たりしたけどいい経験になりました。今までお店で食べたり買ったりできなかったので今回すごく楽しかったです。 

コロナの影響もあり京都はとても静かな雰囲気だったけれどとても楽しい一日になりました。清水寺や八ツ橋とい

った京都を代表するものをこのコロナ禍に感じることができてよかったです。 

 

初めて行った場所だったけど、なんとか迷うことなく目的地まで辿り着けた。清水寺の中に実際に入ってみたら、

そこから見る景色はとても広くて街全体が見渡せるくらいだった。 

 

今日の遠足では色々なところに行くことができました。清水寺は初めてでテレビなどでは見たことがあったんです

が、初めて行ってみて肌で感じてとても歴史的なものを感じることができました 

 

中学の時はお金も使えなくて清水寺は外から見るだけだったので今回食べ物も食べられて色んなところを友達と

楽しく回れて楽しかったです！スマホでたくさん写真も撮れて思い出が残せて良かったです。西高祭や体育祭で

もスマホが使えたら楽しめそうだなと思いました☺︎京都の街並みはいつも見ているものとは違って新鮮で楽しかっ

たです！修学旅行がすごく楽しみになりました！企画してくれた先生方ありがとうございます😳💖 

 

朝雨から始まって、大丈夫かなって思ったけどその後晴れて、色んなとこ歩いて楽しかったです。友達と沢山話し

て、たくさん笑って、たくさん写真撮って、とてもいい思い出になりました。 

 

もともと５組に友達が全然いなくて、班決めから大変やったけど、一緒になってくれた優しいメンバーで京都

堪能してきました。美味しいし、綺麗やし、楽しいし、幸せなひとときでした。みんなと京都行けて良かったです。 

 

京都に行って､コロナ禍で楽しめるのかな？など不安な事は沢山あったけど､いざ行ってみるとみんなでどこに行

く？など話し合いながらいろんな場所に行けて楽しめたからよかった｡ 

 

新しいクラスで不安もあったけどしっかりチェックポイントに回って学びながら楽しく行動することができてとても良

かったと思います。 

 

雨が降るかなと思っていたけど回っている間は降らずに曇ってくれていたので嬉しかったです！京都の食べ物も

いっぱい食べて 1 番美味しかったのは味噌団子でした。最初に行って帰りにも行ったらゴミ箱の棒が溢れるく

らい入っていたら人気なんだなと思いました。次来た時も食べたいと思います！ 

 

最初に健仁寺に行って境内を歩きました。緑が多く自然豊かで、とても静かな場所だったので、居心地が良かっ

たです。清水寺へ行く坂が急でしたが、立派なお寺を見たり美味しいものを食べたりすることができたのでよかっ

たです。 

 

最初は初めての所に行くことが不安でいっぱいだけど、班の人と協力しあって迷いながらも目的地に行くことが出

来ました。清水寺はすごくきれいで、感動しました！楽しかったです！ 

 

２年生になって初めての遠足で京都に行って新しく友達になった子たちと歩き回って行ってみたかったお店や一

緒にお土産を選んだりしてとても楽しい最初の思い出になりました。 

 

思っていたより人が少なくてびっくりしました。あと、みんなとそんなに仲良くなっていない状態で京都に行って気

まずいかなーとか思っていたけど結構距離も縮まったから嬉しかった。 

 

清水寺しか回れなかったけど中のお堂なども見られたし景色も良かったのでとても楽しかったです。あまり京都に

行く機会がなかったのでとても楽しい一日になりました。 

 

班員の仲がより深まり楽しい遠足になりました。修学旅行も楽しく過ごせるように日々の行いから見直して

いきたいと思いました。 

 

僕は昔からお寺や神社に興味がなく中学生の時にも京都に行ったことがあり、そのときは何も面白さを感じな

かったことがありました。ですが今回清水寺に行きすごく楽しくて改めてお寺の凄さ実感しました。 

 

今日、京都へ遠足に行って、清水寺や、八坂神社などの、歴史に触れられることができたと思います 

観光などでは行くけど、勉強では行ったことが無かったので、京都に行けて良かったです 

 

友達と行くことが楽しかったです。すべて計画通りとは行かなかったですが、色々なものを買って写真なども撮

って満足のいく遠足だったなと思いました。 

 



清水の舞台からの景色や班の人たちとの会話など様々なことを楽しみながら散策できてとても良かった 

お土産で買った漬け物と生八ツ橋はとても美味しかった 

 

とても楽しかったです。サッカー部のみんなで写真を撮ったり、ごはんを食べたりできてよかったです。思い出に残

るものになりました。トラブルを起こしてしまったことは申し訳ありません。反省しています。 

 

今回の遠足では、清水寺や高台寺、八坂庚申堂などにも足を運ぶことができ、京都ならではの抹茶アイスや抹茶

ティラミスも食べることができました。あまり計画を立てずに動いたので、気になったお店に寄ったり、色んな食べ

物を食べたり充実した時間を過ごせました。 

 

今回の遠足でクラスや班の人と仲を深めることができました。また、京都の歴史や文化について学ぶことができま

した。道に迷ったりもしたけど班の人と協力して無事にチェックポイントに到着することができました。とても楽しい

京都遠足になりました。 

 

友達同士で県外とかに遊びに行ったこと無かったので、こんな感じの事を定期的にしたくなった。清水寺に初めて

行って、まず思ったのが周りの景色が凄かった秋に行ったらヤバそう。とりあえずいちごのやつはし美味しすぎ

た。足取れそうでした。楽しかった！ 

 

２年生になって初めての行事で、友達になったばかりの人も居たので緊張していたけど、お寺などを回っていくう

ちに徐々に打ち解けて行けた気がして嬉しかったです。これから体育大会などもあるので協力しつつ全力で

たのしみたいと思います！ 

 

新クラスになって 1 週間もせずに遠足に行ったけど、思っていた以上に楽しかったです！食べ物も美味しかった

し、清水寺も綺麗でした。京都にまた行きたくなりました！ 

 

コロナ禍で京都に行けるのか不安でしたが、沢山の人のお陰で行くことができ、とても嬉しかったです。新しいク

ラスでこれから 1年間また頑張りたいと思います。 

 

前に京都に来た時よりも、さらに京都を楽しめました。クラス替えをしたばっかりであまり知らない人もいる中、写

真を撮ったりして仲を深められて良かったと思いました。 

 

遠足では、基本的に京都を散歩していました。歩いている時に見つけた神社や寺を参拝しました。班のメンバー

は元々知り合いでしたが、よりなかよくなりました 

 

私は今回の遠足で、新しい友達との思い出がたくさんできました。その中でも印象に残っていることは、清水寺に

行ったことと、抹茶ティラミスを食べたことです。友達との仲が深まってよかったし、たのしかったです。 

遠足行けてよかった。映える食べ物いっぱい食べられたし、めっちゃ楽しかった。みんなで写真撮れていい思い

出になった。また京都行きたいです。 

 

この京都遠足はとても楽しい 1 日になりました。自由行動時に、先生と出会い、「一番ノリノリなん先生やん」と

心の中でツッコミを入れていました。生徒も先生も共に楽しめるそんな 1日でした！ 

 

新しいクラスでの最初の行事とても楽しかったです！みんなで歩きまわってすごい景色見られて良かった！いい

思い出になりました！ 

 

雨が降るかと思っていたが、降らなかったので良かった。あまり楽しみにしていなかったが、行ってみるととても楽

しかった。 

 

遠足に行き京都の寺や神社などを観察してみると、きれいに残っているなと思いました。これら貴重な寺や神社

を守り抜くことが大切だと思いました。 

 

とっても楽しかったです！京都まで行く電車は凄く長くて、人が多かったです。色々京都の街を歩けて、有名なデ

ザートも食べられて良かったです！八坂神社にも行けて、写真も撮れて良かったです！また行きたいなと思いま

した。 

 

コロナであんまり出かけられないので６組のみんなと遠足行けて楽しかったです！！美味しいものもいっぱい食

べられました！ 

 

京都の文化や風情など様々な面を触れることが出来ました。友達との仲が深まり、楽しい遠足になりました！！ 

 

最初に縁結びの神社に行ってお願い事を書きました。抹茶のアイスと抹茶のティラミスを食べました。抹茶の

ティラミスは美味しかったけど甘すぎてやばかったです。でも楽しかったし、京都に行けて良かったなと思いました。 

 

清水寺を初めて見て感動したまたお昼ご飯も中の良い人達と一緒に美味しいものを食べることができて幸せでし

た 

 

八坂庚申堂や清水寺に行って、普段神社にあまり行くことがなかったので、楽しかったし、景色も綺麗でよかった

です。アイスクリームや抹茶のティラミスが美味しかったです。 

 

最初に建仁寺に行きました。かなり広くて立派ですごかったです。その後に八坂神社に行きました。とても大きく迫

力がありました。 

 



同じ班のメンバーみんな６組になって初めて話したけどすぐ仲良くなれてとても良い思い出が出来ました。これか

らもっと６組を盛り上げていきたいです。 

 

お昼ご飯は隠れカフェみたいなところで食べました。店の雰囲気とか京都やなって感じがして良かったです。その

後におづというところでパフェを食べました。食べ進めていくと途中で梅のゼリーみたいなのがあって美味しかった

です。 

 

このコロナ禍の中、京都に行けて新クラスの子たちとも更に仲を深めることが出来てよかったです。たくさんの美

味しい食べ物も食べられて幸せでした！！ 

 

私は、今回の遠足で清水寺と八坂神社を回りました。清水寺の景色がとにかく綺麗で、思わず写真を沢山撮って

しまいました。とても楽しかったので、また行きたいです。 

 

2 年生最初の遠足。楽しみな反面クラス替えをしてすぐなので少し不安もありました。しかし、班で京都の美味しい

ものを食べたり、写真を撮ったりすることで打ち解けることができました。他の行事でも思い出をつくっていきた

いです。 

 

京都の伝統的な建物を見ることができてよかったです。他にも、京都にしかない物や有名な物を食べられて美味

しかったし楽しかったです。もっとたくさんの人と写真撮ればよかったです😢 

 

京都をぶらりと歩きながら色々なところに行けてすごく楽しい思い出が出来て良かった。京都と言えば甘味という

ことで、茶屋を二軒まわりました。皆それぞれ食べたいものを頼んで写真を撮って楽しみました。平安神宮が遠す

ぎて足が痛くなった挙句、神苑で物凄く歩いて足がパンパンです。いつもの学校では体験できない程の体験がで

きてとても面白かったです！！！ 

 

私はあんまり京都に行ったことが無くて、何があるとか知らなかったけどすごく楽しかったです。私の班は清水寺

に行きました。よくテレビで見ていた所に行けたので嬉しかったです。 

 

京都は１度中学校の時に嵐山に行ったきり行ってなかったのでとても楽しみにしていました。やっぱり遠足はとて

も楽しかったし班の人だけじゃなくて他の班の人と喋ることが出来たり別の人と仲良くできたりとてもいい遠足にな

りました 

 

今回の遠足で八坂神社限定の御朱印をもらったり、ずっと行きたかった粟田神社へ行けたりしてとても楽しかった

です。特に粟田神社は刀剣にまつわる話があり、何振りかの刀剣や資料が展示されていたので刀剣好きの

私にとってはとても良い経験になりました。帰りに立ち寄った和菓子店が気に入ったので、また行きたいと思い

ました。 

今までの遠足などは学校のバスなどで行っていたので現地に時間通りに到達できるか不安だったけど無事にた

どり着けて良かったです。良いお面があってよかった 

 

坂や階段が多くて足がかなり疲れたけど皆で京都を回れて楽しかったです。景色がいい所や可愛い所も多くて写

真も沢山取れて２年生最初の行事がとても充実できて嬉しいです。クラスの子と仲良くなれた気がします。 

 

クラス替えのあと初めての行事でみんなと仲良く回れるかちょっと不安やったけど、たくさん話しかけてくれたりし

て楽しい遠足になって本当によかったです。 

 

みんなでお土産を買ったり京都ならではのものを食べたりして、とても楽しかったです。また、抹茶のアイスと京

都の風景がとてもマッチしていたのでアイスがより一層美味しく感じました！ 

 

２年生になり初めての遠足で、たくさんの思い出が詰まった遠足になりました。あまり予定を立てていなくて少し不

安でしたが、みんなで協力し色々なところに回れてよかったです。 

 

今日は沢山歩きました！でも嫌だなと思ったことが３つあります。1 つ目は２５０円でクソまずい団子を買わされま

した。２つ目はアイスが溶けすぎて手が抹茶になりました。３つ目は食べたアイスに付いていた八つ橋が何故かカ

バンの中の服についていて白が緑になっていました。こんなことがあったけど楽しい気持ちが強いので本当に楽

しかったと思います！ 

 

方向音痴なのでたどり着けるか心配だったけど到着できてよかった。もう二度と経験したくない乗り物酔いと人酔

いと胃痛でした。公園で解散してからは神社をまわりました。楽しかったです。修学旅行は道のわかる女子と

行動しようと思いました。     

 

自分の行きたいところを事前に決めて自由に周るのは初めてだったのでたのしかったです。大国主様に縁結び

の絵馬を捧げたので、叶えばいいなーと思います。茶屋の抹茶アイスが、景色も相まってとても美味しかった

です。いとをかし。 

 

最初はなかなかみんなと喋ることができなくて気まずかったけど、回っているうちにどんどん仲良くなって最後らへ

んはとても楽しかったです。この遠足がなかったらもっと気まずい状態が長く続いていたんだろうなと思います。行

けて良かったです！！ 

 

京都といえば！というよりも、すごくマイナーな所を同じ班の子が知っていたので連れて行ってもらいました。参拝

のルール等も教えて貰いとても為になりました！粟田神社にはひよこが沢山いて可愛かったです(^_^) 

 



今回の京都の遠足は高校に入ってから１番楽しい思い出になりました。普段じゃ見ることができない景色が見ら

れていい気分転換になりました。 

 

今日は、色々なところに行けて楽しかったです。お土産や、京都の食べ物を食べたりして最近中々出来なかった

ので久々に京都に来られて、観光できてとても楽しかったです。 

 

新クラスになってはじめての行事で少し不安な所もあったけどとても楽しかった☺︎時間が短く感じた。めちゃくちゃ

歩いたので疲れたけどいい運動になった気がする。遠足を通して今までそんなに仲が良くなかった人とも話

せるようになった🥺 

 

久しぶりに京都に行きました。観光地は学生以外観光客がほとんどおらず、コロナの影響の凄さを実感しまし

た。天気はあんまり良くなかったけど清水寺など行けてよかったです。 

 

最初は仲のいい友達がいなくて行きたくない気持ちでいっぱいだったけど、時間が過ぎていくうちに打ちとけて最

後は仲良く皆で楽しくできたので良かったです。 

 

京都に久しぶりに行って楽しかった。 あと、班員のメンバー達とも仲良くなったし、とても良かった。茶屋サイコ

ー！！グリーンティーを初めて飲んだけど、とても美味しかった。また、来たい!!!!!!!!!!! 

 

京都の色んな名所を見て回れてとても楽しかったです！茶屋で食べたぜんざいはお餅がもちもちしてとても美

味しかったです！！平安神宮は赤い建物がとてもかっこよかったです！平安神宮の庭園は綺麗なお花や可愛い

鴨がいて癒されました平安神宮で見た花嫁さんのウエディングドレスは綺麗でした！ 

 

沢山歩いてすごく疲れたけど、京都の街並みを観光できてとても楽しかったです。班の子とも沢山話せて楽しかっ

たです 

 

初めて同じクラスになった子ともたくさん話せてとても思い出に残る楽しい遠足になりました！ 

 

とても疲れた思い出が強いです。行きの電車がとてもぎゅうぎゅうで、息をするのも大変でした。班活動の時は

色々歩き回ったので足がとてもしんどかったけど、とても楽しかったです。また京都に行きたいです。 

 

京都はちょくちょく行ったことがありましたが、友達と行くことは無かったし京都ならではの建設物などはちゃんと行

ったことがなかったのでとても感動しました！お抹茶とか飲みましたがやっぱり本場の味は違うなと思いました 

ずっと行きたかった京都へ、遠足で行けてとても楽しかったです。話す関係にはなったものの、なかなかそれ以上

の関係になれなかった班の子たちとも今回の遠足を通して、すごく打ち解けられたように感じます。これを機にも

っと仲良くなっていきたいとおもいます。 

テレビや動画で見たような京都の建物が目の前に広がっていて、京都だ〜と思いました。知恩院、清水寺どちら

も建物の迫力が凄かったです。 

 

コロナ禍の中で感染対策をしっかり行い無事に楽しく班行動ができてとても嬉しく思いました。班活動の中で

学んだことを今後の学校生活に役立てていきたいと思います。 

 

京都に行ったことがあんまりなかったし、京都大学の門前にも行けて貴重な経験になりました 

班のメンバーとも仲良くなれて良かったです 

 

班のみんなで行動して予定していた場所全てに無事まわることが出来ました。清水寺でお守りを買って家族への

お土産も買えました。 

 

１年から２年に上がって、知っている人とか喋れる人が全然いない中で、今回の遠足があって、正直気持ち的にも

しんどいかなーと思っていた。でも、行ってみたら楽しかった。今回の遠足で同じような悩みを持つ人と話して

人付き合いをちょっとがんばろーと思った 

 

コロナでもしかしたら行けないか、延期になると思っていた遠足に行けて、同じクラスに仲の良い子がいるけど、

新クラスという不安もあったのでこの遠足でより仲が深められてこれからの二年生の生活が楽しみと思えま

した。お土産も買えたので良かったです！！ 

 

 

 


