
４２回生 春の遠足 東山で５・７・５ 

 

雨上がり ふとベンチ座り 笑い舞う 

清水寺 歩き疲れて 上がれない 

清水で 腰を痛めた 坂だらけ 

驚いた 八坂神社の 立派さに 

春山の 赤いもみじを みつけたり 

もう見えた そびえ立ってる 南座が 

２年生 京都遠足 和の景色 

天下一品の コーラは絶対に 詐欺だよね 

きょうとでも 自販機めぐり 歩くん 

観光で 歩きすぎて 疲れたよ 

雲多し されど清水 ひかりあり 

街並みが とてもきれいな 京都府 

京都行き 昼食買ったの コンビニだ 

ああ京都 清水２度目 ルルルルルン♪♪ 

帰宅後に レシートみると 食費高 

まっちゃっちゃ ああいとおかし まっちゃっちゃ 

お土産の 抹茶八つ橋 美味かった 

あと少し 清水寺の 絶景が 

東山 京都の歴史  感じれる 

楽しくて また行きたいな 東山 

体感す 京都の文化 体感す 

京都では いっぱい観光 してきたよ 

雨すぎて 湿る石段 皆こける 

大自然  山の中の 清水寺 

遠足で 回るに回り 疲れたり 

坂道を いっぱい歩いて 足痛い 

坂のぼり 来たかいあった 志士の墓 

観光に 歴史や食が 最高だ 

班の子と 距離縮まった 電車内 

歩きすぎ 班でまわった 東山 

東山 静かな道を ぶらり旅 

ラーメン屋 あっちもこっちも 西校生 

初京都 来てみてわかる 坂多い 

お土産屋 苦手な抹茶が 多すぎる 

清水の 上から見ると あっけない 

東山 さくらやもみじ みたかった 

東山 食べて話して 満足だ 

清水寺 友とながめる 絶景かな 

遠足で 和風を感じる いとをかし 

みそだんご また食べたいな みそだんご 

曇り空 下ではみんなの 笑顔咲く 

竹の間の 斜陽射し込む 春の道 

小さくて 見にくかった 忘れ傘 

おいしすぎ みたらしだんご さいこうだ 

美しき 京都の街並み 浄化され 

美しき 清水から見る 春景色 

たのしくて あっというまの 観光だ 

東山   自然が綺麗だ   住みたいな 

風情あり 街並み歴史 物語る 

京都旅 新たな発見 幸せだ 

京都から ｢テイクアウトで｣ 思い出を 

東山 抹茶のアイス 美味かった 

雰囲気が 田舎と違う 街並みだ 

京都には 美味しいものが たくさんだ 

清水の 舞台は結構 低かった 

お勉強 五感で学ぶ 和の文化 

京都旅  増える八ツ橋  減るお金 

いい匂い 歩けば誘う 京都道 

お土産を 買いに回って 満足だ 

とりあえず 抹茶だけは うまかった 

インスタの 映え飯求めて 一万歩 

早すぎて 行きたい店が 開いてない 

食べた分  ちゃんと歩いた  ぷらまいぜろ。 

寺、神社 階段多い へとへとだ 

清水寺 バックに写真 映えました 

帰り道 電車で気づく 食べこぼし 

京都行く 友と仲良く 思い出に 

ひがしやま おいしいものが いっぱいだ 

ひがしやま てらまでみちが きれいだな 

ひがしやま たのしかったよ ひがしやま 

河原町 至る所に 誘惑が 

東山  抹茶だらけで  幸せだ 

まいこさん 歩く姿も 美でした 

清水寺 自然がかおる 青葉かな 

京の街 改札くぐれば 過去の町 

東山 自然豊かで 綺麗だな 

京都なう 僕たちきっと 舞子さん 

葉桜の 香り漂う 清水寺 

トイレ行く 聞こえてきたら 俺も行く 

清水の 上から見ゆる 都良き 

東山 和を感じれる 場所だった 

新しい 風と友で 思い出を 

河川敷 とんびに食われる 友の飯 

遠足で いっぱいお金を 使ったよ 



縁結び みんな小吉 彼氏無し 

１日で 清水の坂 ３回目 

せっかくの 京都土産は ウエハース（笑） 

友達と いっぱい写真を 撮りすぎた 

東山 めっちゃ歩いて 疲れたな 

京都でね 神社が見れて よかったよ 

清水寺 歴史をすごく 感じたよ 

修学旅行 行けたらいいな 北海道 

念願の 遠足中の お買い物！ 

春の色 歴史が深まる 嵐山 

坂道で 運動不足 バレました 

バカ４人 お寺を巡る in京都 

抹茶より チョコの八つ橋 しか勝たん 

抹茶食べ お金が無くなり こまっちゃう 

観光地 会う人すべて 同級生 

河原町 歩きすぎて 足痛い 

河原町 曇りの空でも 美しい 

東山 疲れが来るのは 明日やな 

疲れた分 楽しみました in京都 

昼ごはん トンビに取られて 大笑い 

坂登り 着き見た景色は 夢のよう  

清水寺 迫力あって おっきぃなぁぁぁ 

清水寺 趣がある 二年坂 

東山 歴史感じる 町の中 

今もまだ 昔の街並み 東山 

かき氷 この時期はまだ 早かった 

円山で 桜なくとも 満喫す 

きれいだな 緑豊かな 東山 

東山 途中でバテて 帰り爆睡 

高台寺  くもりだけれど  いい景色 

高台寺 春風が呼ぶ 庭の波紋 

ドロップス なかなか開かない 抹茶味 

京都 思い出と足が パンパン 

見渡せば 京都の街と 皆（みな）の笑顔 

清水で 友と踏み出す 第一歩 

足痛い 京都の坂は 地獄坂 

東山 仲間と歩む IN京都 

東山 思った以上に 楽しめた 

春の風 京の中で 見守る目 

寺巡り アイスを食べて 一休み 

ローファー 足が爆発 気をつけよう 

かくれんぼ 清水寺と 坂道で 

歩くたび おいしいものが 待っている 

かきごおり おだんごたべて いちごあめ 

観光で 歩きっぱなし 足痛い 

きよみずの 景色も変わり 京の梅雨 

清水寺 ほーほけきょと 囀りが 

清水で 友と語らい 笑い合い 

東山 歩きすぎて 足痛い 

かき氷 時期外れでした 腹冷える 

桜散り 抹茶広がる 音羽の瀧 

鴨川が 意外と都会に あるんだね 

いちじかん 意外と近い ひがしやま 

ひがしやま   雨が降らなくて   よかったよ 

京都まで 行くのに体力 消費した 

東山 歩き回って お腹空く 

清水に 行って帰って 足死んだ 

バイキング 八ツ橋試食 食べすぎた 

東山 いろんな文化 感じれた 

新緑が 広く広がる 高台寺 

思い出が 沢山できた 京めぐり 

京都では ぬかるみ多い 雨も良し 

足が痛い お土産売り場 ５往復 

八坂にて 集合写真 はいぴーす！！ 

京都には いっぱい人が おりました 

東山 歴史を感じ 楽しめた 

清水の 景色は一生 忘れない 

撮れ高で 映りまくった ５組女子 

京都の 街を歩くのは しんどいよ 

清水の 舞台ほんとに 高かった 

坂多い 次の日には全身 筋肉痛 

あれどこだ 行ったり来たりの 東山 

帰り際 プラマイ岩橋 見つけたよ 

京都から 各駅停車で 梅田まで 

東山 食った歩いた ０カロリー 

ゆりゆられ 隣でねむる 友の顔 

坂道を 登った先は いい景色 

コロナ禍で やっとの抹茶 うまかった 

男気で じゃんけんしたら 金破綻 

需要のない 写真がたくさん 撮れました 

清水の 舞台の上が 綺麗だな 

清水寺 風情感じる 町並みも 

景観が 損なわれてない 京都町 

京都に 行ったら食べよ わらび餅 

食べ物が たくさん食えて 最高だ 

サッカー部 皆んなが集った 清水寺 

友達と 回るの楽しい また行きたい 



春風に 京都の街が 踊りだす 

コロナ禍の それでも京都は 美しい 

ひがしやま まちなみすべて おもいでだ 

京ばあむ あげもち八ツ橋 美味かった 

コロッケと みたらし団子と いちご飴 

足疲れ かえりひとりで こけました 

京都でね 食べ過ぎてもう 歩けない 

遠足で 友情芽生え 笑顔咲く 

京都では 抹茶の店が  多かった 

春の日の 自然豊かな 東山 

東山 坂道多く 筋肉痛 

友だちと 歩き回って 筋肉痛 

お土産を 計画よりも 買っちゃった 

東山 上り下りが 激しすぎ 

青春の 風が吹ければ みな笑顔 

木々達に 囲まれて建つ 清水寺 

１人だけ 抹茶食べれず ほうじ茶です 

清水の 春が過ぎてく 緑色 

景色より 印象残る 及び腰 

みんな好き 清水寺の 景色だな 

高台寺  中に入らず  写真だけ 

歩きすぎ 歩数を見ると ３万歩 

抹茶より いちごのやつはし しか勝たん 

東山 坂道多すぎ 足が棒 

濃いものや  京都の抹茶も  友達も 

清水に 聴こえる自然 人恋し 

思ったより 減ってしまった 財布の中 

遠足の チェックポイント 猫撮影 

春惜しむ 歩き疲れた 東山 

歩いたなぁ 25000歩 坂きつい 

足痛い やっぱり痛い 筋肉痛 

蛙かな 教師と生徒の 響く声 

古い町 小鳥のさえずり 絶景だ 

歩いては 沢山食べた in京都 

雨予報 晴れに変わった 初行事 

京都でね たくさん抹茶 食べれたよ 

雨降らず 春の香りと 東山 

清水寺 眺める景色は 綺麗だな 

東山 歩きすぎて 足が棒 

清水寺 うぐいす小さく 鳴いている 

東山 お寺も抹茶も 良かったな 

信号が ずっと赤いよ 河原町 

たのしすぎ 写真をみると 余韻だけ 

また来たい 豊かな景色 清水寺 

東山 歴史を学ぼう 友達と 

清水の 舞台見下ろす 恐怖症 

東山 新たな思い出 １ページ 

願い事 叶って欲しい 庚申堂 

ひがしやま なによりトイレが きれいだな 

京都にて 密接を避けて 楽しんだ 

春の風 歴史を感じる 京の町 

ひがしやま きおくにのこる おもいでさ 

桜舞い 歴史が香る 京の町 

気づいたら きつねのおめん 惹かれてた 

アルバムを １人眺める 帰り道 

遠足の 目当ては全部 食べ物だ 

清水寺 みんなの笑顔を 引き立てる 

ひるごはん 思ってたより 米少ない 

ベタベタの アイスを食べたよ もう食べない😊 

乗り物酔い 吐きたいけれど 人がいる 

チーズフライ セブンイレブン 大内裏 

ローファーで  京都行くのは 大間違い 

案外さ 行動範囲 狭すぎる 

京都旅行 クラスの仲が より深まる 

お土産を 八つ橋買った 家族にも 

清水寺 行くまでの道 坂が急 

観光地 学生たちが 支配する 

ドキドキで いっぱいだった 初遠足 

甘味処  平安神宮  いとおかし 

いつ来ても 素敵な街並み いとおかし 

東山 坂が沢山 疲れたね 

ここはどこ 読めない地図と 仲間たち 

京大だ ２年たったら 俺がいる 

茶店や 風情がありて いとをかし 

西高の 制服やっぱり すぐわかる 

学生が 小道ちらつく 東山 

京の町 春風そよぐ 東山 

美味しいな みたらし団子 また食べたい 

沢山の お土産買って 大満足 

東山 あんな時間じゃ まわれない 

誰よりも 学年主任が 楽しそう 

おかしいな 京都につくなり 猛ダッシュ 


