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文責 校長 谷川龍三

２月のある日、晴れた日の午後でした。学校から郵便局に行くために、バス通りには出ないで

６区の町内を歩いていました。車どおりもなく、やや近いからです。何回か左に右にと曲がらな

いと行けないのですが、あともう少しというところで、（あれ？ 真っ直ぐだったかな？ 右だっ

たかな？）と迷い、少し直進した後で引き返したのです。

ちょうどその時、向こうから歩いてきた女性の方が、いぶかしい行動をする私に対し、「どうさ

れました？ どちらへいかれますか？」と、ごく自然な感じで話しかけてくださいました。郵便

局へ行きたいが、道が分からなくなったことを伝えると、「この道を真っ直ぐ進むと、郵便局のす

ぐ隣に出ますよ。道が悪いので気を付けてくださいね！」と、親切に教えてくださいました。

教えられたとおりに進むと、あっという間に郵便局の壁が見えてきました。郵便局での用事の

ことより、先ほどの女性の優しさに心打たれ、（桔梗野の方々は本当に優しい方ばかり。本校の子

供たちも素敵な人に育てないといけないな。）と強く思った出来事でした。

今年度のボランティア活動についてまとめた数字があります。学習

ボランティア、行事ボランティアなどに参加してくださった年間の延

べ人数が約２００人になるのだそうです。その他、毎週あるいは毎月

行われる活動にも沢山の方々が参加してくださいました。桔梗野の子

供たちを、桔梗野の保護者と地域の方々で育てていることを改めて実

感しました。

保護者の方々に、そして、地域の方々に様々な場面で「温かい心」をいただきました。心から

感謝申し上げます。本当に有難うございました。

児童会の生活・体育委員会と、学年の代表児童とで構成されているリトルＪＵＭＰチームが、

今年度の活動が認められ、八戸警察署長と八戸地区少年警察ボランティア連絡会から表彰されま

した。左の写真は、代表児童が賞状を頂いている様子です。

今年度のリトルＪＵＭＰチームは、自分たちに必要はこ

とは何か、そのためにできることを実行しよう！ と春か

ら取り組んできました。代表的なのは、朝のあいさつ運動

です。毎週水曜日に校門や児童玄関であいさつの声を響か

せました。その他、「万引きしま宣言」や「いじめゼロ宣言」

も実施しました。新しく築いた自慢できる活動を、今後も

続けていきたいと思います。

温かい心にふれる！

頑張りが認められました！



学校行事

※予定

３／１日（木）委員会活動（引継） ４／６日（金）新任式、入学式準備（新５・６年）

２日（金）清掃班長会議、６年生を送る会 ９日（月）前期始業式、入学式

５日（月）安全情報システム登録開始 １０日（火）給食開始、５時間授業、体位測定

６日（火）午前学習・給食あり 13:40下校 １１日（水）午前授業（給食あり）、

８日（木）パワー励み学習⑥ 知能検査２・４・６年

９日（金）避難訓練 １２日（木）市学力実態調査（５・６年）

１３日（火）卒業式予行 １年生給食開始

１５日（木）午前学習（給食あり）13:40下校 １３日（金）市学力実態調査（５・６年）

※５年生のみ 15:30下校（式準備） 清掃班長会議、１年交通安全教室

１６日（金）卒業証書授与式（給食なし） １７日（火）全国学力学習状況調査（６年）

12:30下校 耳鼻科検診、委員会活動組織会

２０日（火）市川中学校一日入学 １８日（水）全校安全教室、内科検診（上学年）

スクールカウンセラー来校日 １９日（木）午前学習（給食あり）

２３日（金）５時間授業 14:40下校 ２０日（金）なかよし班・前期清掃班組織会

２６日（月）修了式・離任式 ２１日（土）参観日・ＰＴＡ総会、引き渡し訓練

ベルマーク委員会給食用具片付け ３時間授業（給食なし）

２４日（火）全校朝会・委員会活動

※４／５日（木）は、新５・６年生に新年度準備 ２６日（木）学区危険箇所・通学路確認

のお手伝いに来てもらいます。８：３０までに １年生を迎える会、５時間授業

登校させるようお願いします。 ２７日（金）学区危険箇所確認、５時間授業

内科検診（下学年）

◎３年生から外国語活動が始まります。３・４年生は年間１５時間勉強します。

◎５・６年生の外国語活動は１５時間増えて、年間５０時間勉強します。

◎道徳が教科となり、教科書を使用します。

◎３～６年生は、水曜日に６時間授業の日が設定されます（年間１５回）。

◎委員会活動・クラブ活動が火曜日に行われます（２９年度は木曜日でした）。

◎桔梗タイムは、金曜日に行われます（２９年度は火曜日でした）。

◎全校朝会は、水曜日の朝に年間１５回だけ行われます。



２月１３日（火）に行われたスケート大会には、たくさんの保護

者の皆さんに来ていただき、応援やスケート靴をはく手伝いをして

いただきました。ありがとうございました。

天気は良かったのですが、気温は低く、風が少し強かったことも

あり、特に低学年リンクの方は大分寒かったように思います。

津軽ではスケートするには青森市まで出かけなければならず、ス

イスイ、クルクル、シャーシャーと滑ることができる人はいないた

め、身近なスポーツではありません。スキーは、スキー教室を開い

ている学校や、スキー山をもっている学校があります。

子供たちには、スポーツに親しむ子になってほしいと思っていま

す。八戸ですから、冬のスポーツとしてスケートを思い切り楽しんでほしいのです。得意、不得意はあり

ますが、子供たちは自分の実力に合わせて楽しそうに滑っていました。低学年の子供たちも、汗をいっぱ

いかいてリンクから上がってくる子がいて、一生懸命頑張ったことが伺えました。

心残りに思っていることがあります。それは、せっかく保護者の方々がお手伝いや応援にいらしている

ので、低学年指導の補助をお願いすればよかったな、ということです。来年は運営計画を改善し、スケー

ト大先輩の保護者のお力を借りたいと思います。

スケート
大会

ありがとうを みんなに
昨年度から卒業式にテーマを設定して練習

に取り組んでいます。１～５年生にインタビ

ューをしてみると、６年生への感謝の言葉が

たくさん出ていました。さらに、卒業式で歌

われる曲の歌詞にも、たくさんの「ありがと

う」という言葉が入っています。

そこで、「ありがとう」という気持ちを呼び

かけや歌、姿勢にも込めて卒業式をしようと、

子供たちに全校朝会で話しました。

全校の心を一つにして、６年生が感動する

式を作り上げたいと思います。

５年生を中心に！
３月２日（金）に６年生を送る会が行われ

ます。本校の送る会は、掃除やなかよしタイ

ムなどで６年生と最も関わりの多い縦割り班

ごとに２時間の行事として行います。

これまで数回、なかよしタイムの時間を使

って準備していましたが、時間が足りないの

で中休みや昼休みの時間も使って作業してい

ます。

５年生がリーダとして活躍する行事でもあ

ります。興味のある保護者の皆さん、どうぞ

いらしてください！



おめでとう桔梗っ子の活躍！
◇市内児童生徒お話弁論大会 ◇文集「はちのへ」小学校編第６４号

・佳良賞 ６年 岩井ちよか ・作文の部 入選 １年 大槻莉斗

◇野球・北地区新人交流戦 ・カットの部 入選 ３年 川向叶太郎

・準優勝 桔梗野小学校野球部 ・カットの部 入選 ３年 川村有葉

◇平成２９年度交通安全ポスターコンクール ・カットの部 入選 ３年 辻村希空

・佳作 ６年 吉田このみ ・カットの部 入選 ６年 吉田光

◇第４６回八戸市児童生徒発明くふう展 ◇第５２回八戸市小学校図画工作展

・金賞 １年 大里璃那 ・描画の部 入選 １年 石川悠人

・金賞 ２年 小森望夢 ・描画の部 入選 ２年 荒井さくら

◇第２９回ＭＯＡ美術館児童作品展 ・描画の部 入選 ３年 石倉柊

・絵画の部 銀賞 ２年 中村瑛太 ・描画の部 入選 ３年 木村育実

・書写の部 佳作 ３年 白取璃音 ・描画の部 入選 ４年 長峯愛仁

・書写の部 佳作 ４年 栗田芽咲 ・描画の部 入選 ６年 橘侑良

・書写の部 佳作 ４年 高橋寿祈 ・版画の部 入選 ２年 荒木竣太朗

・書写の部 佳作 ４年 三上優太郎 ・版画の部 入選 ２年 加藤陸

・書写の部 佳作 ５年 三上雛菜 ・版画の部 入選 ２年 栁沢茉央

・書写の部 佳作 ５年 山地まな ・版画の部 入選 ２年 小森望夢

◇第７回図書館を使った調べる学習コンクール ・版画の部 入選 ２年 吉浦園子

・佳作 ４年 川村莉央 ・版画の部 入選 ３年 藤ヶ森葵

◇平成２９年度緑と花のコンクール ・版画の部 入選 ５年 高橋茉友香

・八戸観光コンベンション協会会長賞 ２年 前田優奈 ・版画の部 入選 ５年 富永望愛

◇保健に関するポスターコンクール ・版画の部 入選 ５年 平緒玲於

・佳作 ６年 岩井ちよか ・版画の部 入選 ６年 柏﨑大翔

◇第６０回市内児童生徒納税貯蓄作品コンクール ・版画の部 入選 ６年 柏﨑華未優

・習字の部 特選 ５年 三上雛菜 ◇第７７回全国教育美術展

・習字の部 入選 ４年 栗田芽咲 ・入選 ２年 小森望夢

・習字の部 佳作 １年 菅原琉雅 ◇第５４回全国児童才能開発コンテスト

・習字の部 佳作 ５年 野月海斗 ・図画部門 佳作賞 １年 岩﨑玲花

◇第１７回鷹山賞児童作品展 ・図画部門 佳作賞 １年 山本琉輝愛

・小学校の部 入選 １年 吉田啓人 ・図画部門 佳作賞 ２年 河原木夏奈

・小学校の部 入選 ２年 栗本知輝 ・図画部門 佳作賞 ２年 栁沢茉央

・小学校の部 入選 ２年 若月優 ・図画部門 佳作賞 ４年 高橋寿祈

◇第８５回東奥児童美術展 ・図画部門 佳作賞 ５年 木村勇大郎

・図画の部 佳作 ５年 佐藤渓太 ・図画部門 佳作賞 ５年 滝川悠登

◇第３９回アンサンブルコンテスト八戸地区大会 ◇市内環境美化５３０運動作品コンクール

・小学校の部 銀賞 桔梗野小（金管七重奏） ・作文の部 佳作 ６年 青木帆香

◇第２８回日本フードパッカー杯フットサル大会 ◇八戸警察署リトルＪＵＭＰ運動

・第２位 桔梗野小学校 ・感謝状 桔梗野小学校リトルＪＵＭＰチーム


