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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 ＞

みんな 星の子
校長 嶋脇 郁夫

12月14日（木）に５年生を対象に，｢ふれあい天文学２０１７」を実施しました。東京都三鷹市
にある国立天文台から天文学者の大石雅寿先生をお迎えし，宇宙についてお話しいただきました。
大石先生は八戸市の出身で，年に何回も国際会議に出席するほどの天文学のスペシャリストです。
美しい夜空の星たちの写真から始まり，宇宙旅行シミュレーションまで，子供たちは驚きの連続

で，何度も歓声が上がるなど興味津々で，あっという間の90分でした。やはりスペシャリストの
説明は説得力と重みがあるということを感じました。
残り10分ぐらいで質問の時間を設けました。子供たちの質

問をいくつか紹介します。
Ｑ 肉眼で見える星の数はどれぐらいですか。
Ａ 3000～4000個ぐらいです。

Ｑ 宇宙の端はありますか。
Ａ 280億光年先が宇宙の端と考えています。
Ｑ その先はどうなってますか。
Ａ 瞬間移動で280億光年先まで進んだとしたら，また同じ

大きさの宇宙があると考えています。
Ｑ それは宇宙には端がないということですか。
Ａ 瞬間移動を３・４回すれば宇宙の端があると考えている

学者もいます。

Ｑ ホワイトホールはありますか。
Ａ ブラックホールと繋がっているという人もいますが，存

在は確認されていません。

Ｑ ブラックマターがないとどんな影響がありますか。
Ａ ブラックマターは重さがあるのに物質ではないものです。

これがなかったら宇宙は存在しなかったと考えられます。
５年生らしい質問からかなりマニアックな質問まであり，驚きました。大石先生も子供たちのパ

ワーに圧倒されたようです。
最後に，どんな職業に就くにしても，｢あれ 不思議だな。」「なぜ こうなるんだろう。」という

探究する心を大事にして欲しいことや「みんな地球という同じ星の子だから，仲よくして欲し
い。」という子供たちへのメッセージもいただきました。子供たちにとって得難い貴重な時間にな
りました。
２学期もいよいよ22日をもって終わりとなります。いろいろなことがたくさんあった２学期で

したが，保護者や地域の方々のご理解とご支援により，無事子供たちも過ごす事ができました。感
謝申し上げます。

・・お 願 い・・

１２月に入り，だいぶ寒い日が多くなってきました。早朝，校内がかなり冷え込んでいる日もあります。子

供たちの登校につきましては，午前７時３０分以降を目途に登校させるようよろしくお願いいたします。

 

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 
 



1 月 元 日 17 水 体位測定（１２３年）表彰朝会

2 火 18 木 クラブ活動

3 水 19 金 百人一首大会（全学年）

4 木 20 土

5 金 口座振替 21 日

6 土 22 月 学習のまとめ週間（～１月３０日）

7 日 23 火 朝の読み聞かせ（高学年）

8 月 成人の日 24 水 全校朝会（委員会活動発表）

9 火 25 木

10 水 26 金 スクールカウンセラー和山先生来校

11 木 27 土

12 金 28 日

13 土 29 月 第３回地域学校連携協議会

14 日 30 火 学力検査（国語・理科）

15 月 ３学期始業式 給食開始 31 水 学力検査（算数・社会）

16 火 体位測定（４５６年）委員会活動

■スクールカウンセラー和山先生は，１月２６日（金）の午後に来校します。

■ＡＬＴピーターさんの来校日はただ今調整中です。

【寒さに負けずがんばる長者っ子

愛好会 柔道 自由研究 発明くふう 各種コンクールで大活躍です。】

＊ヤサカ杯争奪第５１回八戸市小学校卓球大会 ＊平成２９年度 八戸市学校保健会 自由研究

・４年以下男子シングルス ・銀 賞 ３年 笹垣香恋さん

第１位 石山 京さん ・銅 賞 ２年 金濵のぞ美さん

第５位 飯田蕾虎さん ・努力賞 ４年 泉山幹太さん

・５年男子シングルス

第５位 佐々木駿輔さん ＊第５９回青森県発明くふう展

・５年女子シングルス ・陸奥新報社長賞 ５年 館合摩利子さん

第２位 泉 由依さん ・奨励賞 ４年 田守柊雲さん

＊第３９回八戸市ミニバスケットボール大会 ＊第８回デーリー東北新聞社感想文コンクール

・男子の部 第２位 ・入 選 ５年 金濵春平さん

長者ミニバスケットボール愛好会 ・入 選 ５年 谷川慎之助さん

・女子の部 第３位

長者ミニバスケットボール愛好会 ＊第６０回市内児童生徒納税貯蓄コンクール

＊第４６回八戸市スポーツ少年大会 ・習字の部 入選 １年 福島香夏さん

・男子の部 第２位 佳作 ３年 栁谷真生さん

長者ミニバスケットボール愛好会 佳作 ５年 齊藤壮希さん

・女子の部 第３位

長者ミニバスケットボール愛好会 ＊Ｂｕｙはちのへ標語コンクール

・下学年の部 最優秀賞 ３年 細川泰誠さん



＊第８回青森県武道館小・中学生相撲大会 ＊文集「はちのへ」小学校編第６４号

・個人戦第２位 ５年 佐々木瞭さん ・作文の部 入選 １年 橋本真緒さん

＊第３４回青森県少年柔道選手権大会 入選 ５年 佐藤大樹さん

・３年生の部３位 ３年 坂澤有紀さん 佳作 ５年 木村梨乃さん

・とびらの部 入選 １年 横内健成さん

＊第２６回八戸まべちライオンズクラブ杯 ・カットの部 入選 ２年 坂本哲哉さん

三八地区少年柔道親善大会 入選 ５年 長谷部瞳子さん

・女子３年生の部 第１位 坂澤有紀さん 入選 ５年 田端昊生さん

・男子４年生の部 第２位 平河内海晴さん 入選 ５年 阿部圭汰さん

・女子５年生の部 第３位 鈴木瑚白さん 入選 ５年 平井優羽さん

・女子６年生の部 第２位 金屋 耀さん

第３位 金屋 燈さん

本校では，日本の伝統的な遊びのおもしろさに親しませるこ

と，最後まで集中し挑戦する力を養うことなどをねらいに，

教育活動の中に百人一首を取り入れています。

そして，この「校内百人一首大会」に向けて子供たちは根

気強く練習に励んでいます。開催日と競技方法は，下記のと

おりです。お正月には，お子様の練習を兼ねて，ご家庭でも

この機会に百人一首に親しんでみてはいかがでしょうか。

１ 期日 平成３０年１月１９日（金）

２ 時間 9:２５～10:20

3 会場 長者小学校体育館
※ 体育館玄関よりお入りください。

※ 校庭の状態が悪いことが予想されま

すので，お車での来校はご遠慮くだ

さい。

長者地区青少年生活指導協議会 ※第２回三校合同情報交換会から

１１月２２日，長者公民館において，八戸中央

交番署長さん，青少協中野会長さん，町内会長さ

ん，地域諸団体，長者小，図南小，長者中の校長，

教頭，生徒指導主任，ＰＴＡ関係者が集い，子供

たちの健全育成のために話し合いをもちました。

（年間：３回の情報交換の場を設けています）こ

の日は，各校の生徒指導主任から，２学期の児童・

生徒の事案や学校での様子について情報提供があ

りました。このほか青少協は，日曜スポーツ教

室，長者地区百人一首大会等，児童生徒の健全育

成のために貴重な活動をしています。

校内百人一首大会 のお知らせ

競 技 方 法

☆百枚散らし取りで対戦する。

枠の中に百枚を散らし入れて行う。

☆1～２年，3～4年，5～6年に分かれて代表戦で勝負する。

各学級の代表９名は体育館前方で代表戦を行う。

代表以外の児童は，体育館後方で交流戦を行う。



【11月～12月の主な教育活動の紹介】

◇ソフトボール投げ週間
（１１月１３日～１７日）

長者小学校では今年度投げる力の育成に取り

組んでいます。ソフトボール投げ週間では，子

供たちがこれまで取り組んできた練習の成果を

発揮しようと一生懸命にソフトボールを投げて

いました。少しでも遠くへ投げようとする姿勢

がすばらしかったです。

◇幼保小合同学習会
（１１月１７日）

たいなか保育園，白山認定こども園，認定こ

ども園福聚保育園，サンフラワー保育園，認定

こども園長者幼稚園の５つの園をお招きしまし

た。２年生が準備してくれた「あそびランド」

に園児たちは大喜びでした。２年生の子供たち

もとてもやさしく園児たちの世話をしてくれま

した。頼もしいお兄さん，お姉さんでした。

◇２年親子学習会（１１月２２日）

この日体育館の中は２年生の子供たちと保護

者の皆さまの熱気でいっぱいした。運動会さな

がらの真剣勝負で綱引きなど様々な競技に汗を

流しました。親子学習会を計画，準備していた

だいた皆さま，お忙しい中，親子学習会に参加

していただいた皆さま本当にありがとうござい

ました。

◇ミシンボランティア
（１１月１４日，２４日）

６年生のミシンを使う授業にもたくさんのボ

ランティアの皆さまにご協力をいただきまし

た。おかげさまで一人一人の作業が大変スムー

ズに進み，授業を計画的に進めることができま

した。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。

中村幸子さん 吉田文子さん 小川和子さん 大久保由香さん 金濱麻由美さん 大 織依さん

川口美由紀さん 野田賢子さん 三浦みどりさん 杉本裕恵さん 伊藤志保さん


