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カレンダーを見ながら、「立春」（大寒もここまでか）、「雨水」（今年はほんとうに雪よりも雨だった）、

もうすぐ「啓蟄」（虫が穴から出てきます）と二十四節季を数えながら、春が待ち遠しいこの頃です。

この寒さに負けず、２月９日（火）、恒例のなわとび大会を行いました。

第１部の紅白対抗戦では、「交差跳び」から跳び始め、失敗したら「あや跳び」→「後ろ跳び」→「前

跳び」と挑戦し、一定時間終了したときに何跳びだったかで個人の得点が決まります。交差跳びが５

点、あや跳びが３点、後ろ跳びが２点、前跳びが１点、全部失敗したら０点です。集計の結果、４勝

２敗で白組が優勝しました。最後の６年生まで勝敗は分からず、４年生は２点差、５年生は１点差、

６年生はさすがに高得点が続出。大接戦で大変盛り上がりました。

第２部は、二重跳び（２回旋１跳躍）の個人戦です。跳んだ回数で決

まります。

成績上位者を紹介します。

【１～３年生の部】

第１位 ３年 山下悠人（１５８回）

第２位 ３年 酒井莉一（１３８回）

第３位 ２年 濱道侑人（１１６回）

第４位 ３年 豊川大誠（１００回）

第５位 ３年 吉田俐音 （９３回）

第６位 ３年 大坂日和 （７９回）

第７位 ２年 岡堀澄人 （７７回）

２年 榎本結斗 （７７回）

【４～６年生の部】

第１位 ６年 石橋沙希 （２１７回）

第２位 ５年 桶本望来 （１６１回）

第３位 ６年 沼田智泰 （１４５回）

第４位 ６年 小野柊大 （１３８回）

第５位 ６年 斉藤聖奈 （１３７回）

第６位 ５年 大久保彩美（１２６回）

第７位 ５年 小野姫花 （１１９回）グランドチャンピオン
６年 石橋 沙希

第３回地域学校連携協議会
八戸市が進める「地域密着型教育」を支えているのが地域学校

連携協議会です。コーディネーターの十文字悦子さんと大柳利子

さんが作る「教育ボランティアだより」で活動を紹介してきまし

た。今回２月１日（月）第３回目の会議を開き今年度のまとめを

しました。長寿会、はつらつクラブの方々はじめ、ご協力くださ

った皆さん、ほんとうにありがとうございました。

◇ひな人形（母親委員会）
◇なわとび大会 2/9
◇サッカー部が新聞に 2/21
◇６年生を送る会 2/26
◇ＰＴＡ新聞「つきの樹」
( 3/1 発行)

以上の記事も、
携帯サイトか
らご覧いただ
けます。

（大誠・莉一・悠人・侑人・俐音）

（聖奈・望来・沙希・智泰・柊大）

校長 蔦 林 洋 司

赤組 白組

１年 　　５点 ◎１０点

２年 　２２点 ◎２４点

３年 　１８点 ◎２５点

４年 ◎２０点 　１８点

５年 ◎２８点 　２７点

６年 　３７点 ◎４１点

勝敗 ２勝 ４勝

日 月 火 水 木 金 土

３／１ ３／２ ３ ひな祭 ４
全校朝会 午前授業
（校長講話） 委員会活動 (下校13:30)
◇職員会議 （最終）

７ ８ ９ １０ １１
音楽朝会 午前授業

(下校13:30)

１４ １５ １６ １７ １８
卒業式予行 午前授業
移動図書館 (下校13:30)

２２ ２３ ２４ ２５
全校朝会 給食終了

２８ ２９ ３０ ３１ ４／１
春休み
～４／６

◎子ども達の興味を引き出し楽しい雰囲気で進められ
ていてとても良かったと思います。１時間でほとん
どの子どもが発表していたのも良いと感じました。

◎いつも参観日を楽しみにしていますが、今回の授業は特におもしろくて見応えばっちりでした。子ども
達と先生のやりとりを見るとすごく安心します。生き生きとした学校生活に心から感謝します。

◎自分で自分の良い所を見つけるというのはなかなか難しいものですね。でも、クラスのみんなが友達の
良い所をたくさん挙げていて、心が温かくなる授業でした。人に誉めてもらえるのは大人でもうれしい
ものです。（中略）友だちの良さにすぐに気付ける町畑の子ども達、すばらしいと思いました。

◎子どもたち一人一人の表情を見ながら個性あふれる将来の夢を聞くことができ、
心温まるステキなひとときでした。ご指導ありがとうございます。

◎二分の一成人式での子ども達一人一人の発表を聞いていてとても感動しました。
しっかりしていると感じました。

◎「八戸探検隊」の発表を見ました。数か月のプロセスを経て、取材から編集、発表練習と子ども達の一
生懸命な姿が浮かんできました。パソコンを使うグループもあり時代の流れを感じました。壁新聞もと
ても分かりやすかったです。（中略）発表の声が小さかったので堂々と発表できればもっと良かったです。
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卒業式場準備

全校朝会
（春休みの生活）

卒業証書授与式
(下校12:30)

防災教育の日

文集「はちのへ」ポスターの部

入賞 ６年 姥神孝太

青森県幼児・小・中学校毛筆書写紙上展

読売秀作賞 ４年 佐々木佑太朗

第４４回ふれあい作品展

入賞 １年 姥神聖也

入賞 １年 木幡龍聖

入賞 ４年 細越崇史

入賞 ４年 種市七海

入賞 ４年 金山澤早希

入賞 ４年 小屋敷夢奈

入賞 ４年 内城智哉

入賞 ６年 松橋世弥

入賞 ６年 松橋史弥

修了式・離任式
(下校12:00)

八戸市小学校図画工作展

描画の部 工作の部

入選 １年 髙田亜希斗 入選 １年 工藤朱莉

入選 ２年 三浦昊道 入選 ２年 下村月乃

入選 ６年 斉藤聖奈 入選 ２年 山﨑奏多

版画の部 入選 ３年 山下悠人

入選 ２年 在家琥珀 入選 ４年 北嶋萌生

入選 ２年 安藤陽香里 入選 ５年 花井英雄

入選 ２年 箱石結依 入選 ５年 工藤大彰

入選 ３年 豊川大誠 入選 ６年 大久保隆生

入選 ６年 久保沢透大 入選 ６年 沼田智泰


