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教育目標 ＜ めあてをもって自ら学ぶ子 ＞
努力目標 ＜ ◇思いやりのある子 ◇進んで学ぶ子 ◇からだをきたえる子 ＞

～ 今年度から図南小学校・長者中学校とともに実施 ～
校 長 田村 元

梅雨の合間に元気な子どもたちの声がプールから聞こえてきます。暑かったり涼しかったりと安定し
ない天気が続いてきましたが，7月１９日（金）をもって，１学期が終了となります。子供たちには，体調
管理に気を付けて，元気に夏休みを過ごしてほしいと思います。
さて，本校で地域密着型教育を導入してから11年目をむかえます。「地域の子どもは地域で育む」

という地域密着型教育の趣旨を生かし，さらに事業を充実させていくために，今年度より，これまで学
校ごとに行っていたものを長者中学校区として，図南小学校，長者中学校とともに行うこととしました。
地域密着型教育とは，学校・家庭・地域が連携，協力し，家庭や地域社会の願いや意見を取り入れ

た学校運営を推進することで，学校教育の質の向上を図るものです。ＰＴＡ，青少年生活指導協議会，
児童委員，社会福祉協議会，交通安全協会，幼稚園・保育
園・こども園など，子供とかかわる活動をしている人たちが共
通理解を深め，協働・実践してきたことにより，

○ よりよい教育環境，支援体制が整えられている。
○ 子どもたちの，ふるさとに対する誇りと愛着を
育まれている。

○ 明るく活力あるまちづくりに貢献している。

などの効果が出てきています。また，本の読み聞かせ，ミシン
実習の補助，学校行事の協力，環境整備活動など，ボランティ
アの皆様のご支援によって，子供たちの安全な活動が保障さ
れ，学習環境の質が高まっています。また，ボランティアの皆
様とのふれあいを通して，子供たちは感謝や思いやりの気持
ちをもち，心の成長にもつながってきています。
長者地区には以前から，「コミュニティPTA」を通して長者地区の連携を深めてきてきた土台があり

ます。今までの本校での活動を継続しつつ，さらに，学校間・保護者，家庭・地域の関係を強化できる
ような活動を多く考えていきたいと思います。 今後とも，保護者，ご家族，地域の皆様には，図南小学
校，長者中学校とともに行う地域密着型教育へのご理解，ご協力をよろしくお願いいたします。

夏休みは体験教室がたくさんあります。

長者公民館や図書館，長者山など子供た

ちだけでも参加できる会場・イベントもあ

ります。積極的に参加して，楽しい夏休み

の思い出のひとつとしてみてはいかがで

しょうか。

 

最新の情報は長者小ホームページへようこそ！→ http://www.hachinohe.ed.jp/cyojya_e/index.html 
       長者小ブログはこちら！ → https://nblog.hachinohe.ed.jp/cyojyae/index_1.html 
 

長者小だより

科学の祭典2019

☆ 8/10(土)～8/11(日)

９：40～16：0０

場所：児童科学館

長者山 森のおとぎ会

☆ ７/２０(土)～７/２６(金)

5：３0～ ６：４０

場所：長者山



＊８月１５日（木）10:00～12:00
鳴戸親方（元大関 琴欧洲関）が長者小学校
に来校し，相撲愛好会の子供たちと交流する
ことになりました。

躍動する長者っ子 各種大会でがんばっています！

＊高円宮杯第３９回全日本学童軟式野球大会マクド ＊第６１回青森県吹奏楽コンクール
ナルドトーナメント青森県予選 第３９回八戸地区予選会

・準優勝 長者ＢＢＣ ・小学校の部 金賞 長者小学校

＊第50回青森県少年軟式野球大会八戸市予選会 ＊第４８回八戸市スポーツ大会
・優 勝 長者ＢＢＣ ・卓球６年男子シングルスの部

第１位 ６年 石山 京 さん
・卓球４年以下シングルス

第３位 ４年 金濵のぞ美さん

＊第４８回八戸市スポーツ大会
・相撲団体の部 優勝 長者スポーツ少年団Ａ
（大久保暁斗さん 小山内幸弥さん 田村優雅さん） ＊「第１５回俳句のまち八戸」学生俳句大会

・４年生以下の部 第１位 ４年 冨田 清悟さん ・秀逸 ２年 小笠原 快さん
・４年生以下の部 第３位 ４年 松橋 琉希さん ２年 桑野真菜香さん
・４年生以下の部 敢闘賞 3年 早狩 洸佑さん ・佳作 ２年 山田 悠惺さん
・５年生の部 第１位 ５年 栁谷 真生さん ２年 山野下綾乃さん
・６年生の部 第１位 ６年 小山内幸弥さん ３年 村上 梢 さん
・６年生の部 第３位 ６年 田村 優雅さん ＊令和元年度歯科保健図画ポスターコンクール
＊第３８回青森県小学生相撲大会 ・銅賞 ６年 泉山玲奈子さん
・個人戦オープンの部 第４位 ６年 大久保暁斗さん ＊2年 北田真麻さんがピティナ・ピアノステップ
＊ユニバースカップ２０１９第１９回八戸ちびっこマラソン に継続出場し表彰されました。
・２km４年生女子の部 第８位 舘山幸永さん
・3km５年生女子の部 第４位 大橋星恋さん

＊今年度もプールの管理人を 根城 一 様（写真右） にお願いしていま
す。子供たちが安全にプールで泳げるよう，土曜日も日曜日もプール管
理に努めていただいています。プール開きのとき，根城さんから全校の
児童に，水泳道具や下着などの忘れ物がないように注意することなど
のお願いがありました。持ち物にしっかり記名し忘れ物がないよう学校
でも呼びかけています。尚，今年度は， 高橋善行 様からもプール管理
にご協力いただけることになりました。

＊６月４日（火）に行われたフラワーロードの花壇起こしと６月１４日（金）に行われたフラワーロードへの花の苗植
えでたくさんのボランティアの皆様よりご協力をいただきました。フラワーロードが美しく整備されています。 お
忙しい中，本当にありがとうございました。ご協力いただいた方は次のとおりです。
矢澤修二 様 三浦みどり 様 大久保幸子 様 西舘静子 様 中村幸子 様 照井祐子 様
阿部愛子 様 下田良子 様

８月 ５日（月）口座振替日
８月１１日（日）山の日 親善相撲長者大会
８月１３日（火）～１４日（水） 学校閉庁日
８月１５日（木）鳴戸親方（元大関琴欧洲関）来校
８月１９日（月）インターネットトラブル防止教室

（於；図南小学校14:30～16:30）
８月２２日（木）２学期始業式（給食あり）

愛好会連絡調整会議18:30～
８月２３日（金）体位測定（４・５・６年）

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校11:30～14:30
８月２６日（月）体位測定（１・２・３年）

朝の読み聞かせ（高学年）
８月２６日（月）～８月３０日（金）夏休み作品展
８月２７日（火)１年食に関する指導
８月２８日（水）５年県学習状況調査
８月２９日（木）委員会活動
８月３０日（金）学校教育課訪問

＜９月の主な行事予定＞
９月 ６日（金） 市内陸上競技会
９月 ８日（日） 区民運動会 （長者小校庭）
９月１０日（火）（市内陸上競技会予備日）
９月１１日（水）～１３日（金）
５年宿泊学習（種差少年自然の家二泊三日）

９月２２日（日） ふれあいまつり



音楽鑑賞会

三社大祭の山車展示

選手を励ます会

【６月の主な学校行事，教育活動から】
プール清掃

６月２６日（水），各種大会や練習で大活躍している愛
好会（野球・サッカー・ミニバス・卓球・相撲・スケート・
吹奏楽・合唱）の選手のみなさんを励ます会が行われ
ました。
きびきびした行進や，やる気に満ちたあいさつから，

試合やコンクールに向けた強い意気込みが感じられま
した。全校児童によるエール交換も選手に負けないくら
い体育館に響いていました。どの愛好会もこれまで以上
の活躍が期待されています。

６月１３日（木）は５年生が，翌１４日
（金）は６年生がプール清掃を頑張りました。
初めは土砂などで茶色かったプールの底でし
たがブラシやホースなどを使って清掃したと
ころ見違えるようにきれいになりました。５
年生と６年生の高学年としての自覚を強く感
じました。暑い日が多くなり，子供たちの歓
声がプールサイドに響き渡っています。

今年の音楽鑑賞会では，海上自衛隊大湊音
楽隊の演奏を満喫しました。一人一人の演奏
レベルがとても高く，すばらしい演奏に終始
魅了されました。子供たちがよく知っている
ディズニーの曲や，楽器の紹介，指揮者体験，
本校吹奏楽愛好会との合同演奏など，どれも
すばらしい内容でした。保護者の皆様や地域
の皆様にも多数ご参会いただき，とても有意
義な音楽鑑賞会となりました。

上組町若者連の皆さまがピロティに三社大祭の
山車を展示してくださいました。三社大祭に関係し
たものもたくさん展示され，ピロティが別世界のよう
になりました。三年生も一学期にミニ山車作りに取
り組みました。もうすぐ暑い夏まつりの季節がやって
きます。



○夏休みのプール監視の際，暑さが予想されますので，体調管理には十分ご注意ください。
監視員の飲み物を，学校でも準備しますが，持参してもかまいません。

○プール監視を行う場合は，座って監視するのではなく，立って，プールのそばで子供たちの様子を隅
隅まで確認するよう指導を受けています。また，監視場所は必ずローテーションで移動していただく
ようお願いします。

○プール監視当番が割り当たっていて，やむを得ない事情により，欠席，変更等がある場合は，長者小
教頭 後藤 まで連絡ください。事前に変更・欠席等がわかっている時は，以前，総務委員会から渡し
ていた要項のとおり，どなたかと交換をお願いします。

○監視の内容等については，ＰＴＡ総務委員会から出されている「プール監視要項」をご覧ください。
○腰洗い槽への入水は，大腸菌等の繁殖を抑えるためのものです。手を頭の上にのせて２０まで数えま
す。手をあげるのは手に強い塩素がつかないためです。腰洗い入水後は，シャワーで塩素を流します。

○プール後の目のケアについては，ゴーグルをしている場合，洗浄してもしなくてもよいことになって
います。長時間（２０秒以上）目を洗うと眼球に負荷を与えることもありますので気をつけさせてく
ださい。

八戸市教育委員会では，教職員の夏季休業中における年次休暇の取得推進を図り，教職員の勤務意欲
の向上及び健康の保持推進並びに働きやすい職場環境の構築のために，昨年度から，学校閉庁日を設定
しています。すべての教職員が健康で元気に子供と向き合うことのできる職場環境の実現に向け，ご理
解とご協力をお願いします。

１ 学校閉庁日について
○毎年８月１３日～８月１４日の二日間とします。

※ただし，この期間に土曜日または日曜日が含まれる場合も新たな閉庁日は設けません。
２ 学校閉庁日の対応について
（１）学校閉庁日は，原則として部活動など，すべての教育活動を休止し，学校に勤務者を置かな

いこととしますが，やむを得ない特別な事情などがある場合は，校長が適切に判断すること
とします。

（２）学校閉庁日における緊急時の連絡は，教育委員会学校教育課を窓口とし，その内容及び緊急
性に応じて校長または教頭へ連絡することとします。緊急の場合には，下記連絡先までご連
絡くださるようお願いします。

【８月１３日（火）～８月１４日（水）の連絡先 教育委員会学校教育課 直通 ４３－９１５３】

～プール監視についてのお願い～

夏季休業中の学校閉庁日の設定について

学校保健委員会
６月2８日（金）5校時に行われた学校保健委員会で

は，八戸保健所健康づくり推進課 長者地区担当保健
師 坂下侑花 氏 を講師に迎え，『睡眠と子供の健康』
をテーマに，ご指導いただきました。睡眠時間だけでな
く，何時に寝て何時に起きるかということも大切で，遅く
就寝した場合，体にどのような影響が出るかなどにつ
いてわかりやすくご説明いただきました。保健環境委員
会の子供たちからも，長者小学校の子供たちの睡眠に
関したアンケート結果の発表があり，睡眠の大切さを見
直す，とても有意義な時間となりました。


