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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 ＞

学 び の あ る 夏 休 み を

校長 嶋 脇 郁 夫

早いもので、１学期ももうすぐ終わろうとしています。７月２２日から子供たちの楽

しみにしている、夏休みがスタートします。

夏休みは、学校に縛られる時間がほとんどなく、親子でふれあう時間や愛好会活動の

時間、習い事の時間など自分で使える時間がとても多くなります。学校に縛られる時間

が少ない分、計画的に過ごさないと、ただ遊んでばかりの夏休みになってしまう可能性

もあります。

夏休みは、１学期の学習内容を復習し定着を図ることも大事です。それとともに、チ

ャレンジして欲しいものがあります。それは、自由研究です。自由研究は「自ら課題を

見つけ、自ら調べ、自ら考え、自分の言葉でまとめる」という、これからの社会で必要

とされる力を伸ばすという点で、やりがいのある夏休みの課題だと思います。

学区にある八戸市立図書館では、「図書館を使った調べる学習コンクール」を開催し

ます。どんな研究をすればいいのか、どんな方法で調べればいいのか、よく分からない

人のために「夏休み調べ学習相談会」も開催するようです。まずは、身近にある題材を

研究することから始めてみてはいかがでしょう。身近な題材から新たな発見があり、よ

り深い研究になることもあります。また、１・２年生は親子で一緒に研究してみるのも

いいと思います。

調べる学習コンクールでは、八戸市の中で優秀な作品は全国コンクールに出品してい

ます。毎年、全国コンクールで入賞しているようです。是非、この機会に自由研究にチ

ャレンジさせてみてはどうでしょうか。

【夏休み調べ学習相談会】

・７月２５日（火） ・７月３０日（日）

・８月 ３日（木） ・８月 ８日（火）

時間 １０：００～１６：００ 随時対応してくれるそうです。

せっかくの長い夏休み、普段はできない自然体験や社会体験をさせたり、身近な不思

議を取り上げ、自由研究に取り組ませたりしてみてはいかがでしょうか。今年の夏休み

が、学びのある有意義な夏休みになることを期待しています。

 

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 
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＊第４６回八戸市スポーツ少年大会 ＊第７回会長杯争奪八戸市ミニバス大会

卓球５年男子シングルス 第３位 佐々木駿輔さん 兼 東北電力旗青森県八戸地区予選

卓球5年女子シングルス 第５位 泉 由依さん 男子の部 第１位

卓球４年以下男子シングルス 第１位 石山 京さん 長者ミニバスケットボール愛好会

卓球４年以下男子シングルス 第３位 泉山 幹太さん 女子の部 第３位

卓球４年以下男子シングルス 第５位 飯田 蕾虎さん 長者ミニバスケットボール愛好会

＊第４６回八戸市スポーツ少年大会

相撲団体 第１位 長者スポーツ少年団Ａ

（川口正太郎さん・佐々木瞭さん・田中智宏さん）

相撲個人 ６年生の部 第１位 田中 智宏さん

相撲個人 ５年生の部 第１位 佐々木 瞭さん

相撲個人 ５年生の部 第２位 川口正太郎さん ＊「第１３回俳句のまち八戸」学生俳句大会

相撲個人 ５年生の部 第３位 金濱修太朗さん 佳作 ５年 佐藤 大樹さん

相撲個人 ４年生の部 第１位 小山内幸弥さん ひばり飛べ あの空めがけて 一直線

相撲個人 ４年生の部 第３位 栁谷 真生さん

＊吹奏楽コンクール八戸地区大会

金賞 吹奏楽愛好会

○ 今年度もプール管理人を 根城 一 様（写真）にお願いしており

ます。子供たちが安全に水泳ができるよう、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。よろしくお願いいたします。

○ 今年度も夏休み明け（８月２５日～9月１日）に「夏休み作品展」

を予定しています。夏休み中は作品づくりに取り組み、充実した

ものになれば、と願っています。

○ 教育実習生大久保春奈さんの教育実習が７月７日（金）で終了

しました。将来きっとすてきな保健室の先生になることでしょう。

● １０月４日（水）と１０月２５日（水）は当初、３時間授業、給

食なしの予定でしたが、３時間授業、給食ありに変更します。近く

なってから、再度ご案内致します。

お 知 ら せ

７月２１日（金） １学期終業式

７月２３日（日）～２６日（水）個人面談

８月 ５日（土） 親善相撲長者大会

８月 ７日（月） 口座振替

８月１１日（金） 山の日

８月２２日（火） ２学期始業式（給食あり）

８月２３日（水） 体位測定（４・５・６年）

作文を書く週間

８月２４日（木） 体位測定（１・２・３年）

食の指導(６年) 委員会活動

８月２５日（金）～９月１日（金）夏休み作品展

８月２５日（金） 食の指導（１年）

８月２９日（火） 食の指導（２年）

８月３０日（水） 県学習状況調査（５年）

［国語・算数・社会・理科］

８月３１日（木） 宿泊学習（５年）１日目

＜９月の主な行事予定＞

９月 １日（金） 宿泊学習（５年）２日目

９月 ２日（土） 宿泊学習（５年）３日目

９月 ８日（金） 市内陸上競技会

９月１０日（日） 区民運動会 (長者小校庭)

９月１２日（火）（市内陸上競技会予備日）

９月２４日（日） ふれあい祭り



○ 夏休みのプール監視の際、暑さが予想されますが、体調管理には十分ご注意ください。

監視員の飲み物は、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、プールのそばで子どもたちの様子を隅々まで確認

するように指導を受けています。ご協力をお願いします。

○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」を再度ご覧ください。

○腰洗い層への入水は、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。

鑑 賞 教 室

選手を励ます会

プール清掃

～プール監視についてのお願い～

６月２８日、各種大会や練習で大活躍している愛

好会（ミニバス・サッカー・野球・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。

堂々とした行進やキャプテンからの力強いあい

さつからは、試合やコンクール等にかける意気込

みが感じられました。その思いに応えるかのよう

に、全校児童によるエール交換も負けないくらい

体育館に響いていました。どの愛好会もこれから

の活躍が楽しみです。

６月１９日（月）は５年生が、翌２０日

（火）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。

７月に入り、水温と気温も上がりました。子供

たちの歓声がプールサイドに響き渡っています。

６月２７日（火）音楽企画ＬＡＲＧＯの皆さんを迎え鑑賞教室を行いました。ＬＡＲＧＯさん

のメンバーの中に（６月の）今月の歌「みんなともだち」の作詞・作曲者 村中亮彦さん もいら

っしゃいます。本格的な演奏を聴くだけでなく、全校児童で「みんなともだち」を歌ったり、ク

イズに答えたりしてとても楽しい一時を過ごしました。今回の鑑賞教室で音楽が好きになった子

も多いのではないでしょうか。すばらしい鑑賞教室でした。



６月１６日（金）第１回地域学校連携協議会が開催されました。地域の皆さま、保護者の皆
さまからたくさんのご意見をいただきました。今後も地域に開かれた学校を目指していきます。
地域学校連携協議会のメンバーは次のとおりです。（敬称略）

大久保幸彦 長者地区連合町内会 会長 木村 昌平 長者小学校同窓会 顧問
福田 文弘 長者公民館 館長 石毛 清八 長者中学校 校長
中村 修 長者地区社会福祉協議会 会長 中居 一元 長者中学校ＰＴＡ会長
関野 敏夫 交通安全協会長者支部 支部長 淡路恵美子 長者小ボランティア代表
堰合喜代治 長者防犯協会防犯指導隊 長者支隊長 黒澤 晃 長者小学校ＰＴＡ会長

田村美佐子 白山認定こども園 園長 大 協司 長者小学校ＰＴＡ副会長
田端 良子 認定こども園長者幼稚園 園長 早狩 裕子 長者小学校ＰＴＡ副会長

体育の授業の様子から

学校保健委員会
６月29日（木）5校時に行われた学校保健委

員会では、八戸市健康運動指導士 斉藤あかね先

生を講師として迎え、「ロコモ予防」について楽

しく学習しました。ロコモとは、骨・筋肉・関節

などの運動器の障害によって「立つ」「歩く」と

いった機能が低下している状態をいい、日常生活

にも支障が生じることで年齢とともに進行すると

寝たきりなどになるリスクが高い状態を意味しま

す。斉藤先生の指導のもと、体を動かしながら楽

しく「ロコモ」について学習することができまし

た。子供たちからも、「いろいろな運動をするこ

とがとても大切なことがわかった。」などの感想

が聞かれ、運動に対する意識が高まりました。

今年度、長者小学校では、「投げる運動」と「鉄棒の活用」に取り組んでいます。１年生の体育では

投げるフォームを確認しながら、「流れ星ボール」を遠くに投げる練習に楽しく取り組んでいました。

また、体育館の一部に鉄棒を設置し、子供たちが授業中だけでなく休み時間にも鉄棒運動に親しめ

るよう「鉄棒月間」を設定しました。様々な鉄棒運動に親しんでいる子が多く見られます。



嶋 脇 郁 夫 長者小学校 校長
後 藤 浩 長者小学校 教頭
柳 町 聡 宏 長者小学校 教務主任
久保田 裕 子 【コーディネーター】
金 浜 あつ子 【コーディネーター】
伊 藤 志 保 【コーディネーター】
中 奥 尚 子 八戸市教育委員会指導主事


