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校 長 一 条 秀 雄

９月７日(金)に第５６回八戸市小学校陸上競技会が東運動公園陸上競技場で開催されま
した。本校からは、４・５・６年生のみなさんが、競技に、応援に参加しました。競技結
果については、先日お知らせしていますが、入賞結果を再度お知らせすることで、子ども
達の健闘を讃えたいと思います。よくがんばりました。おめでとうございます。

男子100m １位 門口 昊志 14 9 男子 ５位 住澤 徠人 1m10㎝″ 走り高跳び
〃 ２位 住澤 徠人 15 3 ６位 門口 昊志 1m10㎝″

女子200m ２位 柳沢 玲美 36 9 女子 ６位 松石 七海 1m00㎝″ 走り高跳び
男子400m ２位 中村蒼一朗 77 7 女子４×100mリレー ２位″
女子400m ２位 舘 里緒 84 6 ( ､ ､ )″ 簗瀬心好 佐々木佳華 舘 里緒、松石七海

３位 佐々木佳華 86 5″

夏休み明けから子ども達は、練習に一生懸命取り組んできました。当日は、それぞれの
子どもが自分のめあてに向かって精一杯競技していました。また、応援もよくがんばって
いました。とても素晴らしい陸上競技会になったと思います。 八戸市発明工夫展におい
て、６年生の松石七海さんが制作した｢マルチカット楽ですん｣が最高賞の八戸市教育長賞
を受賞しました。デーリー東北にも記事が掲載されていました。素晴らしい結果です。松
石七海さんに大きな拍手を贈りたいと思います。おめでとうございました。
９月１９日には、校内マラソン大会が開催されました。一学期の６月に各学年とも記録

会を行い、記録を残しています。今回の大会は、上位入賞をめざすことも大切ですが、６
月の自分の記録を更新することを第一の目標としていました。どの子ども達も精一杯力を
発揮していました。一学期からのマラソンの積み重ねの結果が表れました。多くの子ども
達が自己記録の更新を果たしました。とても素晴らしいことと、とても喜んでいます。保
護者の皆さまには、多くの方が応援にお出でいただきました。心から感謝申し上げます。
１０月に入りますと、 今年度も折り返しです。子ども達には学習面、運動面に精一杯

。 、 。取り組ませていきたいと思います １０月には二学期最大の行事 学習発表会があります
そこへ向けて子ども達も、私たち教職員もしっかりと準備していきたいと思っています。
当日を楽しみにしていてください。
秋は、本を読むのに適している時期と言われます。子ども達にも読書を勧めています。

現在は、テレビ、インターネット、ＳＮＳ等で知識や情報を得ることはできます。現代社
会において、これらのものを駆使してい

｢読くことは必要なことではありますが、
をやめるということにはならないと書｣

思います。読書の素晴らしさは、文章を
読んで、その様子を頭の中のスクリーン
に映し出し、心でそのことを見ることが
できたり、想像したりすることができる
ことです。見たことのない風景も文章表
現を通してその場面を思い浮かべること
ができます。一度読んだところにもすぐ
に戻ることができます。自分に合わせて

｢読本が読めるということです。ぜひ、
をしてほしいと思います。書｣

今後も教職員一丸となって、子ども達
への指導に取り組んで参ります。どうか

、 、 、保護者 地域の皆さまのご理解 ご支援
ご協力をよろしくお願いいたします。

第２回島守弁に触れる会
が、１０月１４日｢第２回島守弁に触れる会｣

(日)に開催されます。主催は島守地区自治会連
合会(｢のごすべぁ島守弁｣委員会)です [ ､。 この会には
･ ､PTA ｡]島守小 中学校の校長 会長も委員として参加しています
今年は、①記念講演 ｢島守弁と南部弁の違

八戸市公民館長 年度いって?｣ 講師 柾谷伸夫先生( )(29
2 ) ②童話｢金太郎｣を島守の 月の参観日のおりお招きした方です
弁で！③島守弁でラジオ体操! ④八戸せんべ
い汁を食べよう!( )の内容で行われ無料で振る舞われます
るそうです。各自治会ごとにチラシが配布にな
ります。親子でぜひ参加してみてはどうでしょ

。 。うか もちろん子どもだけでの参加もＯＫです
各自治会長さんのところに申し込むことになり
ます。 多くの方が参加(１０月１１日締め切り)

[１０月１４日(日)されることを期待しています。
10:00～13:00 島守コミュニティーセンター]

力を発揮する子ども達

黄金色に実りました
、 、9月27日 小雨の降る中でしたが

全校で稲刈りを実施しました。ふ
るさと応援隊の林妙子様を始め、
水等の管理をしてくださった４、
５学年の保護者の皆様、ありがと
うございました。12月1日の収穫

、 、感謝祭では 餅つきをしますので
ご来校いただき、つきたてのおい
しいお餅を召し上がっていただきたいと思います。

動物とふれあい体験
１学年が小動物との触れ9月7日、

合い体験を実施しました。髙島先生

が、ご自宅で飼っているモルモット

の「ゆきちゃん」を連れてきてくれ

ました。ゆきちゃんの心臓の音を聴

いたり、抱いて温もりを感じたりす

ることによって、生きていることを

実感することができました。

江戸時代の島守（その２８）

文化８年(1811)５月25日
「木挽の鑑札、願出の通り左の者へ出る。島守村
福松。同村惣三郎。同村太郎。同村与右衛門」

木挽（こびき：木を板に加工する職人）の鑑札
を、島守の福松さん、惣三郎さん、太郎さん、与
右衛門さんに与えた記録です。
鑑札とは現在の運転

免許証や営業許可書な
どの免許証や許可証の
ことで、明治時代まで
は木の札で作られてお
り、常に携帯していな
ければなりませんでし
た。
明治時代の法律で

は、木挽、牛馬商、古
、 、 、物商 質屋 鍼灸術師

薬種商、露天商、行商
などの鑑札がありまし

明治時代の「木挽」鑑た。

南郷歴史民俗資料館 古里 淳

10月の行事予定
１(月) 手づくり弁当の日 清掃班組織会
２(火) 市内お話弁論大会

（本校代表 松石 七海さん）
３(水) 午前３時間授業(給食あり)

12:25一斉下校（ｽｸｰﾙﾊﾞｽ 12:25）
４(木) 委員会活動
５(金) ALT学校訪問日 移動図書館 代表委員会
８(月) 体育の日
10(水）Ａ校時(6時間授業 15:20一斉下校)
11(木）クラブ活動(神楽練習)
12(金) ALT学校訪問日
14(日) PTA早朝奉仕活動

島守弁に触れる会(コミセン)
15(月) 学習発表会特別校時開始
18(木) クラブ活動(神楽練習）
19(金) ALT学校訪問日
21(日）島守中学校文化祭
23(火) 集金日
24(水) 午前３時間授業(給食あり）

12:25一斉下校 (ｽｸｰﾙﾊﾞｽ 12:25)
25(木) 学習発表会予行
26(金) ALT学校訪問日
27(土) 学習発表会
29(月) 振替休業日
31(水) Ａ校時(6時間授業 15:20一斉下校)

新しい先生が（ALT)
いらっしゃいました

ジェームス先生がいらっし
ゃいました。イギリス出身で
す。これから、外国語活動の
とき指導のお手伝いをしてく
ださいます。まだ日本に来て
間もないので、日本語があま
り話せません。でも、子ども
たちと一緒に活動してくれる
ので、コミュニケーションが
しっかりとれています。日本
語も猛勉強中です。

各学年の１位マラソン大会
１年 門前 悠人さんがんばりました
２年 村松 知佳さん

９月２０日、秋晴れの中、校内マラソン ３年 馬場 結菜さん
大会を行いました。低学年は８００ｍ、中 ４年 小原 愛夢さん
学年は１２００ｍ、高学年は１５００ｍを ５年 中村蒼一朗さん
走りました。全校児童が参加し自己ベスト ６年 松石 七海さん

一斉にスタートを切る５・６年生を目指して全員完走することができました。 よくがんばりました。


