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文責 校長 谷川龍三

日増しに気温が高くなり、春が近づいてきたことを肌で毎日感じるようになりました。ついこ

の前までは、氷点下の気温に身震いしながらも、雪にまみれて元気に外で遊ぶ子供たちを見て、

八戸の冬も捨てたもんじゃないなと、冬を喜んでいたのですが、今はすっかり校庭の雪が消え、

気分はもう春です。

気温や景色以外に春を感じる時といえば…？ 私には２つあります。一つは白鳥が北へ向けて

隊列をなして飛ぶ姿を見かけたり、鳴き声を聞いたりした時。もう一つは、福寿草が鮮やかな黄

色い花を咲かせているのを見た時です。太平洋側の冬は、私にとって遅い秋のような感じなので

すが、それでも春は待ち遠しいものです。

＊

福寿草は、春の早い時期に咲く花の一つです。桔梗野小学校の裏庭に、春一番に咲くのは福寿

草です。実は、この福寿草には大変興味深い秘密が隠されています。

福寿草は、花を咲かせてから大変なことに気づきます。それ

は、周りの気温がまだ低く、昆虫がほとんどいないということ

です。福寿草は「虫媒花（昆虫に花粉を運んでもらい受粉す
ちゅうばいか

る花）」なので、何としても昆虫の助けが必要です。しかも不

幸なことに、福寿草は昆虫の大好きな蜜をもっていません。大

ピンチです。

ところが、この福寿草は花びらをパラボラアンテナのような

形に広げて咲き、金属のように光る花びらで日光を集めて温度

を上げ、おしべ、めしべのあたりを温かくします。周りの温度

より１０度近く高くなるのだそうです。寒さにふるえている昆虫は、この暖かさに誘われて花に

集まってきます。受粉に成功するというわけです。

＊

春を感じているのは、私だけではなく、子供たちも一緒です。中休みや昼休みになると、外の

温かい気温に誘われて、外にたくさん飛び出していきます。縄跳びをしたり、走り回ったり…。

中には、グラウンドがぬかるんでいるのにサッカーを始

める子もいます。すると決まって、「校庭で遊んでいる

お友達。土が柔らかいので、今日は遊べません。土以外

のところで遊んでください！」という、教頭先生の放送

が入ります。こんなに毎日放送されているのに…と思っ

てしまうのですが、春の心地よさとサッカーをしたい気

持ちが勝ってしまうようです。

平成３０年度も残すところ今月だけとなりました。全

校の子供たちが、春の陽気のように穏やかに健やかに過

ごせるよう、朝の送り出しをよろしくお願いします。



津軽地域の小学校には、「スキー山」

なるものがあります。グラウンドの隅の

方に、２０ｍ～３０ｍほどのスロープが

ある整えられた小さな山です。夏場は、体力づくりのために坂道を

ダッシュする山になっているのですが、冬場はスキー場になります。

学校にあるスキー（予算で購入しているものよりお下がりで寄付さ

れたスキー）か、自分のスキーを家から持ってきて体育の時間にス

キーをするのです。空き教室を利用してスキー靴を乾燥させ、毎日

できるようにしています。

小さな山ですが、小学生の子供たちにとっては十分なスロープで

す。滑り降りては、また、登って行かなくてはならないからです。

汗だくになるのですが、子供たちが楽しみにしている時間です。

＊

八戸の子供たちの冬のスポーツといえば、やはり「スケート」ですね。２月１５日に行われた

今年のスケート大会は好天に恵まれ、絶好のスケート日和でした。沢山の保護者の方々が紐結び

のお手伝いや応援に来てくださいました。おうちの方が見ていると、子供たちの気合の入り方が

違います。大変有難うございました。保護者の中には、下学年の指導のお手伝いをしてくださっ

た方もあると聞いています。ご協力ありがとうございました。

小さなころからスケートに触れている子供たちだけあって、「靴はホッケー！」とか「ハーフ！」

とか私にはよく分からない言葉を使っています。八戸だからできるスポーツに浸っていることを

実感し、嬉しく思いました。将来、スケートに関係する仕事をする人がいるかもしれません。夢

は広がりますね。来年のスケート大会は屋内になりそうです。

昼の桔梗タイムの時間を使って行っている、ミニ児童会集会の「豆まき集会」が今年も楽しく

行われました。児童会の集会ですから、運営は子供たちの手に委ねています。もちろん必要に応

じて先生方の指導や助言は入りますが、子供が主体となって進めています。

左の写真は、高学年の子供たちが鬼の

お面（手作りです！）を付けて、下級生

に豆をぶつけられている様子です。豆と

いっても、新聞紙で作ったものですが、

それでも十分に楽しめます。

鬼役の高学年は、下の学年に豆をぶつ

けられても、もちろんおこりません。むしろ喜んでいます。さすがです！

奈良時代に中国から伝えられたと言われている豆まき（鬼やらい）。悪いものを追い払う行事と

して室町時代に庶民に広まったのだそうです。そんな難しい歴史は置いといて、「鬼はー外！福は

ー内！」と楽しんでいる子供たちを見ていると、日本の伝統的な行事に、縦割り班で取り組むの

もいいものだなと嬉しく思いながら、写真を撮りました。

追い出したい鬼を紹介しましょう

・好き嫌い鬼 ・めんどくさがり鬼 ・忘れ物鬼 ・朝ねむい鬼 ・すぐけんか鬼

・ゲームしすぎ鬼 ・後回し鬼 ・いじわる鬼 ・わがまま鬼 ・のんびり鬼



学校行事
※予定

１日（金）６年生を送る会 ４／５日（金）新任式、入学式準備（新５・６年）

５日（火）委員会活動 ８日（月）前期始業式、入学式

スクールカウンセラー来校日 ９日（火）給食開始、６時間授業、体位測定

６日（水）Sui６ １０日（水）知能検査２・４・６年

７日（木）午前学習（給食あり）13:40下校 １１日（木）市学力実態調査（５・６年）

１１日（月）避難訓練、清掃ワックス週間 １年生給食開始

１２日（火）午前学習（給食あり）13:40下校 １２日（金）市学力実態調査（５・６年）

１５日（金）卒業式予行 清掃班長会議、１年交通安全教室

１９日（火）卒業式準備（給食あり）13:40下校 １５日（月）全校安全教室、内科検診（上学年）

※５年生のみ 15:30下校（準備） １６日（火）耳鼻科検診、委員会活動組織会

２０日（水）卒業証書授与式 １７日（水）午前学習（給食あり）

２１日（木）春分の日 １８日（木）全国学力調査、内科検診（下学年）

２２日（金）市川中一日入学 １９日（金）なかよし班・前期清掃班組織会

２６日（火）修了式・離任式 11:30下校 尿検査（１回目）

ＰＴＡベルマーク委員会 ２０日（土）参観日・ＰＴＡ総会、引き渡し訓練

３時間授業（給食なし）

２３日（火）委員会活動

２５日（木）学区危険箇所・通学路確認

昼休み、百人一首の暗唱に挑戦す ５時間授業

る子供たち。聞き役はボランティア ２７日（金）学区危険箇所確認、５時間授業

の保護者 １年生を迎える会

今年度のボランティア集会は、学校支援ボラン

ティアの方のアイディアで「豆しとぎ」づくりを

行いました。せっかくの機会なので地域の郷土料

理づくりをしてみたいという新しい取組。民生委

員の方々にアドバイスをいただきながら、和やか

な雰囲気で調理していました。「楽しかった」「別

な地域の郷土料理にも挑戦したい」という前向き

な感想があり、大成功の集会でした。

毎年、卒業式の練習を全校のみんなが心を一つにして取り組むために、テーマを決

めています。今年は、式歌「ベスト フレンド」の歌詞の中にもある【ありがとう】

を主題にした「本気を見せる 声と 姿勢と 歌で ありがとうをつたえよう」です。

卒業生はもちろん、来賓の方々も保護者の皆さんも、そして在校生も会場にいるみ

んなが一つになって桔梗野小学校を巣立ちゆく４６名の門出を祝うことができればと

思います。



おめでとう 桔梗っ子の活躍！
◇東奥児童美術展・図画の部 ◇全国児童画コンクール

・推奨（東奥日報社長賞） ３年 大里 龍太 ・入選 ５年 向谷地 圭輔

・準特選（八戸市教育長賞）６年 木村 惇暉 ・入選 ４年 相馬 佑紀

・佳作 １年 水谷 怜華 ・入選 ４年 木村 育実

・佳作 １年 小森 梨夢 ◇市内図工展・描画の部

・佳作 ５年 舛舘 幸多朗 ・入選 ６年 大宮 心彩

◇八戸市スポ少ミニバスケットボール大会 ・入選 ５年 追切 虹斗

・優秀選手賞 ６年 大宮 心彩 ・入選 ４年 吉田 匠志

◇詩集花園・詩の部 ・入選 ３年 種子田 泰駕

・入選 ６年 磯沼 陸 ・入選 ２年 佐藤 澪奈

・佳作 １年 村上 悠真 ・入選 ２年 祐川 果穂

◇児童生徒作曲集 ・入選 １年 山本 そよか

・佳作 ４年 相馬 佑紀 ・入選 １年 道地 彩日

◇詩集花園・カットの部 ・入選 １年 道地 麗太

・入選 ３年 江刺家 莉緒 ◇市内図工展・版画の部

・入選 ３年 向谷地 美優 ・入選 ６年 平緒 玲於

・入選 １年 山本 そよか ・入選 ６年 中村 愛香

◇アンサンブルコンテスト八戸地区大会 ・入選 ６年 野月 海斗

・銅賞 金管八重奏 ・入選 ２年 石川 悠人

・銅賞 金管六重奏 ◇市内環境美化５３０運動作文コンクール

◇土砂災害防止の作品・絵画の部 ・銀賞 １年 小笠原 加帆

・優秀賞 １年 石塚 魂 ・銅賞 ４年 照井 優那

・入選 １年 高橋 宙花 ・佳作 ４年 吉田 匠志

◇納税貯蓄作品コンクール・習字の部 ◇八戸市ミニバスケットボール新人大会

・特選 １年 古里 侑煌 ・第３位 桔梗野小学校

・特選 ３年 三上 蒼太 ・優秀選手賞 ５年 一ノ澤 鈴音

・入選 ６年 三上 雛菜 ◇全国教育美術展

◇文集はちのへ・作文の部 ・特選 １年 舛舘 美徳

・入選 ５年 尾﨑 せり ・入選 １年 北城 那由多

・入選 １年 舛舘 美徳 ・入選 ３年 小萩沢 翔

◇文集はちのへ・カットの部 ・佳作 ３年 不破 徠華

・入選 １年 村上 悠真 ・佳作 １年 村上 悠真

◇読書感想画コンクール・自由の部 ◇棟方志功大賞あおもり版画まつり

・入選 １年 山田 ひかり ・入選 ２年 吉田 啓人

・佳作 １年 鈴木 理央 ・入選 ２年 小田巻 夕璃

・佳作 １年 北城 那由多 ・入選 ３年 小向 彪翔

・佳作 １年 風穴 皓子 ・入選 ３年 大里 龍太

◇読書画コンクール・指定の部 ・入選 ６年 上ノ原 実咲

・優良 １年 村上 悠真 ◇青森県スピードスケート小学生大会

◇明るい選挙ポスターコンクール ・１年女子 500ｍ 第１位 １年 二ノ久保咲慧

・佳作 １年 風穴 皓子 ・１年女子 300ｍ 第１位 １年 二ノ久保咲慧

◇ＭＯＡ美術館全国児童作品展絵画の部 ・３年女子 500ｍ 第１位 ３年 二ノ久保慧美

・入選 1年 石塚 魂 ・３年女子 300ｍ 第１位 ３年 二ノ久保慧美


