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「心強い江南小学校地域密着型教育の取組」
校長 一荒 木 興

月２７日、八戸市総合教育センターにおいて 「地域密着型教育実践発表会」が行われ、1 、

本校の取組についてコーディネーターの西澤ナミ子さんが発表を担当しました。

平成２２年度に根城中学校区で学校支援地域本部

事業の取組としてスタートしてから７年間の取組

で、本当に心強いサポートをいただいていること、

内容的にも他校の参考となるような実践が多いこと

など、発表会に参加された方々から「すばらしい実

」 。践発表だった との感想がたくさん寄せられました

学校・家庭・地域が連携・協力し、子どもたちの

｢確かな学び｣と｢豊かな育ち｣をめざしていく取組

に、保護者のほかに、地域のボランティアのみなさ

ま６０名にも登録していただき、４月～１２月まで

のべ４２０名のボランティア活動への参加をいただ

きました。江南小学校を支える心強い保護者・地域の力に感謝の１年間でした。

、 。 、季節は 卒業そして進学・進級の時期を迎えました 子ども達の心の中に夢や希望がふくらみ

江南小学校で学んだことの誇りと愛着がいつまでも息づいてほしいと願う春です。

。平成 年度の主な行事をお知らせいたします29
４月 ７日：始業式・入学式八戸市防災教育の日にゲストティーチャ

４月１５日：参観日・ 総会( 日振替)ーをお迎えして下記のように「防災教室」 PTA 18
５月 ２日：遠足を行います。保護者・地域の皆様も参観が

５月２０日：運動会( 日予備日 日振替)可能です 参観希望の方はご来校ください。 。 21 22、
５月３１日～６月２日：６年修学旅行１ 日時 ３月１０日（金）

６月２１日～２２日：５年宿泊学習５校時１４：００～１４：４５

６月３０日：参観日２ 会場 本校体育館

７月２１日：終業式３ 内容 災害から自分の身を守るために「 」

８月２２日：始業式～東日本大震災の教訓～

９月２４日：参観日・バザー( 日振替)４ 講師 青森県防災士会八戸支部 25
１０月２１日：学習発表会( 日振替)支部長 立花 悟 氏 23
１０月３１日：マラソン大会・学校保健委員会防災士 館合 裕之 氏

１２月 ５日：参観日
１２月２２日：終業式
１月１５日：始業式
３月 ５日：参観日
３月２０日：卒業証書授与式
３月２６日：修了式・離任式
くわしい年間学校行事予定表については、
後日配付いたします。ご理解とご協力をお願

いいたします。

教育目標 強い子になろう

各学年スケート教室

並びに２月３日の校内

スケート記録会に際し、

たくさんのご支援とご声援をいただきまし

た。ありがとうございました。子どもたち

の技術向上の姿がうれしい冬でした。

～ひなまつりの準備もボランティアの支援で～



２月 ２６日（日）
１６：００～１６：３０
ＡＢＡ青森朝日放送にて

「本のまち八戸」について、本校図書室での学校司書
。への取材内容が放送されます

第５１回八戸市小学校図画工作展○

描画の部 入選 ２年 西村 将翔 ２年 小林 瑛登

３年 中村俊太郎 ３年 富岡 輝也

版画の部 入選 ２年 白石れもん ３年 長沢 啓太

３年 庭瀬 明奈 ３年 小野佐和子

５年 富岡 耕大 ５年 石川 陽稀

工作の部 入選 １年 宮内 夏帆 ２年 小泉 璃子

３年 菅原 稜 ４年 岡﨑ひより

５年 前田 步架 ６年 高橋優芽花

第３２回棟方志功大賞県下小中学生あおもり版画まつり○
佳作 ３年 金入 智子

第２３回ＡＢＡ杯長根ゴールドスプリント競技会○
男子総合 第３位 富岡 耕大 女子総合 第２位 根城 理実 第６位 毛利佐和子

第５４回八戸市内小学校スピードスケート競技会○

５年 男子 ｍ 第１位 富岡 耕大(記録 )500 52:63
５年 女子 ｍ 第１位 根城 理実(記録 大会新記録)500 49:85
４年 女子 ｍ 第１位 毛利佐和子(記録 ) 第３位 荒谷 治子(記録 )500 55:83 1:17:84

男子 ｍ 第３位 富岡 耕大(記録 )1000 1:51:09
女子 ｍ 第１位 根城 理実(記録 ) 第２位 毛利佐和子(記録 )1000 1:44:50 1:55:76

第５位 荒谷 治子(記録 )2:47:75
第４回長根小学生スピードスケート交歓競技会兼第４１回青森県対栃木県小学生スピードスケート交歓会○
５年 女子 ｍ 第１位 根城 理実(記録 大会新記録)500 50:16
５年 女子 ｍ 第１位 根城 理実(記録 大会新記録)1000 1:40:97

第２９回青森県スピードスケート小学生大会○

１年 女子 ｍ 第１位 富岡 菜緒(記録 ) ｍ 第１位 富岡 菜緒(記録 )300 50:63 500 1:16:68
２年 女子 ｍ 第１位 小泉 璃子(記録 ) ｍ 第２位 小泉 璃子(記録 )300 41:99 500 1:09:00
３年 男子 ｍ 第１位 富岡 輝也(記録 ) ｍ 第１位 富岡 輝也(記録 )300 36:62 500 59:91
４年 女子 ｍ 第１位 毛利佐和子(記録 ) ｍ 第１位 毛利佐和子(記録 )500 57:56 1000 1:57:44
４年 女子 ｍ 第３位 荒谷 治子(記録 ) ｍ 第３位 荒谷 治子(記録 )500 1:15:90 1000 2:36:90
５年 男子 ｍ 第２位 富岡 耕大(記録 ) ｍ 第３位 富岡 耕大(記録 )500 52:27 1000 1:51:66
５年 女子 ｍ 第１位 根城 理実(記録 ) ｍ 第１位 根城 理実(記録 )500 50:72 1000 1:44:37

１日 安全点検日 新年度清掃班組織会 来校 １５日 火曜校時 全校朝会 来校ALT ALT
２日 読み聞かせボランティア意見交換会 ４年以上６時間授業
３日 安全情報定期テスト配信( 頃) １６日 ３～５年卒業式準備 ６年５時間授業15:00
６日 来年度の安全情報配信仮登録期間終了 １７日 卒業証書授与式( 頃下校)12:10
７日 全校朝会(歌) 委員会活動 ２０日 春分の日
８日 来校 ２１日 委員会活動 根城中学校一日入学ALT
９日 午前学習(給食あり 下校) ２２日 来校13:45 ALT
１０日 防災教室 ２４日 修了式・離任式( 下校)11:55
１１日 八戸市防災教育の日 ６年生 登校10:30
１４日 水曜校時 卒業証書授与式予行練習 ２５日～４月６日 学年末・学年始休業

春の日差しがあたた

。かさを増してきました

新年度を気持ちよく

迎えるためにも、まと

めの月をしっかり生活

。していきたいものです

、ご家庭でのお声がけ等

ご支援をよろしくお願

いいたします。

・気持ちのよい挨拶

・規則正しい生活習慣

・交通ルールの遵守

・危険から身を守る

・きまりを守る


