
～学習発表会の子どもたちに学ぶ～
校長 河村 雅庸

木々が色づきはじめ、「山粧う」時季になってきました。中庭のカエデやヤマボウシ、
体育館前のドウダンツツジと、校舎の周りが赤い色で彩られています。保護者・地域の皆
様方には御健勝のことと存じます。
さて、１０月１２日に開催した２学期最大の行事「学習

発表会」には、たくさんの方々においでいただきありがと
うございました。皆様から、演技・演奏に温かい拍手と激
励をいただき、どの子どもにも「自信の芽」が育ったこと
を、うれしく思います。そして、どの学年も力を合わせて
一つのこと（劇、歌・合奏）を創り上げる過程で喜びや苦
しさを体験して、仲間としての絆を深めることができたと
考えています。
発表会当日を迎えるまで、校内のいたる所でよりよい学習発表会にしようとする子ども

たちの、そして教師の姿が見られました。私は、その練習の様子を見て改めて感じたこと
がありました。それは、劇や音楽は子どもたちを一つに結び付けてくれるということです。

子どもたちの顔かたちがそれぞれ違うように、一人一人の
声や出す音も、それぞれ様々です。だからこそ、劇や音楽
を創り出すには、友達の声や音を聴くことが大切になりま
す。うまく演じること・歌うことも大事ですが、何よりも
大切なのは互いに耳を傾けることで生まれる信頼感だと思
います。練習をとおして互いの信頼感が高まり、子どもた
ちの心が一つになり、素晴らしい演技・演奏を披露するこ
とができたのではと思っています。

学習発表会の影響でしょうか、校内を見回っていると落ち着いた態度で授業に集中して
いる子どもたちの様子を見ることができます。張りのある声で音読したり、一生懸命に話
し合ったり、真剣に課題に向かったりしている子どもたち
の姿を目にすることほどうれしいことはありません。
いよいよ、明日から１１月です。朝夕には肌寒さを感じ

るようになりましたし、日が暮れる時刻もずいぶんと早く
なりました。健康と安全に心を配りながら、実りの多い１
か月にしたいと思います。保護者・地域の皆様の御理解と
御協力をお願い申し上げます。

読書週間２０１９
「読書週間」（10/27(日)～11/9(土)）が、先週から始まりました。読
書週間が設定されている今頃の気温は、最高気温が１６℃くらいにな
ります。この１６℃というのは「読書温度」と言われ、読書に最も適
している温度だそうです。この時期をとらえて、「自ら本に手を伸ばす
子どもを育てる」ことを目指して環境づくりに努めたいと思います。
また、御家庭で親子読書というのもいいですね。



５年生が脱穀を
行いました。
米作りの先生で

ある上村武勝さ
ん、上野吉春さん
をはじめ、保護者
・祖父母の皆様の
多くの助けをいた
だきながら、コン
バインと、足踏み
脱穀機、千歯こき
を使っての作業

１０月１８日 脱 穀
を協力して行いま

した。今年は、かかしを立てたり、様々な米作りプロジ
ェクトを進行させたりと、熱心に取り組んだことも味方
したのか、大豊作となりました。
精米した餅米は、５年生がバザーで販売しました。毎

年人気の餅米販売、多くの方が並んでくださり、令和元
年度も完売御礼申し上げます！！

校内マラソン大会
素晴らしい秋

晴れの下、今年
度のマラソン大
会が行われまし
た。業間マラソ
ンや９月からの
朝マラソンにに
取り組みながら、
この日に向けて
頑張ってきた子
どもたちは、め
あてに向かって

全力で走りきりました。ボランティアとしてお手伝いし
ていただいた皆様、応援してくださった皆様、大きな声
援をありがとうございました。

～入賞者のお知らせ～

◆校内マラソン大会 １０月３０日

６年男子 １位 鈴木 惺允 ４年男子 １位 上村 健斗 ２年男子 １位
２位 鈴木 翔陽 ２位 渡邊 瑞熙 ２位

馬渡 一貴

３位 楮 蒼斗 ３位 仲田廉太郎 ３位
下川原歩睦

６年女子 １位 田名部妃香 ４年女子 １位 坂 柚希 ２年女子 １位
上村 友哉

２位 三浦 杏紗 ２位 小向 柚花 ２位
渡辺 凜

３位 出雲 心乃 ３位 馬渡 凛佳 ３位
中田 悠月

５年男子 １位 目澤 諒 ３年男子 １位 山口 航太朗 １年男子 １位
中里 涼

２位 川﨑 草太 ２位 楢山 資 ２位
小野 順平

３位 馬渡 龍斗 ３位 小田 康暉 ３位
上村 瑠斗

５年女子 １位 宮崎 仁嘉 ３年女子 １位 馬渡 苺優 １年女子 １位
大嶌健太郎

２位 馬渡 優奈 ２位 相馬 実佑羽 ２位
馬渡 瑠徠

３位 米田 乃愛 ３位 乙山 夏希 ３位
舛沢 碧彩
堀合 心優

◆第７２回 八戸市小学校お話弁論大会 優秀賞 ６年 梅内 友那
◆第３１回ＭＯＡ美術館児童作品コンクール
＜書写の部＞メディカルコート八戸西病院長賞 ３年 古舘 和奏

銅賞／佳作 ２年 馬渡 一貴
銅賞 ３年 乙山 夏希
佳作 １年 ふるだて ゆうと
佳作 １年 まわたり まな
佳作 ５年 馬渡 優奈

＜図画の部＞ 佳作 ２年 澤上 翼
佳作 ２年 八幡 瞭太朗

１日(金) 安全点検日
スクールカウンセラー来校

３日(日) 文化の日
４日(月) 振替休日
５日(火) ４年社会科見学

全校集会（表彰）
７日(木) 朝の読み聞かせ

クラブ
後期清掃班替

８日（金）就学時健康診断
1～ 5年 11:30下校
面談週間（～２２日）

１１日（月）家庭学習ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ週間
(～ 15日)

１・４年スケート教室
ふれあい活動（反省）

１２日(火) 音楽集会
１３日(水) ＪＳ公開授業三条小

１４：４０下校
１４日(木) 朝の読み聞かせ

委員会
１５日(金) ＡＬＴ
１８日(月) スクールカウンセラー来校

２・６年スケート教室
１９日（火）全校集会
２０日(水) 地域学校連携協議会②

漢字大会 移動図書館
２１日(木) 朝の読み聞かせ

５年餅つき クラブ
２２日(金) ５時間授業 14:45下校

学校司書来校
２３日（土）勤労感謝の日
２５日(月) ＪＳ作品交流(～ 11/29)
２６日（火）集金日 音楽集会
２７日(水) 計算大会
２８日(木) 参観日 全校 15:00下校

朝の読み聞かせ
２９日（金）ＡＬＴ


