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八戸市立長者小学校 学校だより 平成２９年度 第２号 平成２９年５月１１日発行

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＞

可愛い子には旅をさせろ
校長 嶋 脇 郁 夫

「雨ニモアテズ」

雨にもあてず 風にもあてず
雪にも 夏の暑さにもあてず
ぶよぶよの体に たくさん着こみ
意欲もなく 体力もなく いつもぶつぶつ 不満をいっている
毎日塾に追われ テレビに吸いついて 遊ばず
朝から あくびをし 集会があれば 貧血をおこし
あらゆることを 自分のためだけ考えて かえりみず
作業はぐずぐず 注意散漫すぐにあきる そしてすぐ忘れ
りっぱな家の 自分の部屋にとじこもって
東に病人あれば 医者が悪いといい
西に疲れた母あれば 養老院に行けといい
南に死にそうな人あれば 寿命だといい
北にけんかや訴訟があれば ながめてかかわらず
日照りのときは 冷房をつけ
みんなに 勉強勉強といわれ
叱られもせず こわいものしらず
こんな現代っ子に だれがした（原文 漢字・カタカナ）

これは、十数年前に発表された宮沢賢治「雨ニモマケズ」のパロディです。現
代の子供たちを風刺するとともに、私たち大人への厳しい批判のような気がしま
す。
「可愛い子には旅をさせろ」とは、子供のためを思うなら、甘やかすばかりで

なく、試練を与えて物事を正しく見聞きできる力を育ててやらなければならない
という意味です。子供時代に試練を与える場は学校だと思います。勉強や遊び、
友達や先生、給食や様々な行事。どれも楽しいことばかりではなく、苦手なこと
やうまくできないことなど、子供にとってはつらいこともあると思います。つら
いことだから、それを取り除いてやるのではなく、つらいことを乗り越えられる
ように関わってあげることが大事です。
子供たちの話をよく聞き、時には励まし、時には厳しくしかり、時には一緒に

涙し、時には為すべきことを教え、時にはできるようになったことを大いに褒め
ることのできる、そういう大人に私たちはなりたいものです。

 

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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1 木 委員会活動 17 土
2 金 18 日
３ 土 19 月 ６年歯科保健指導 ５年プール清掃
4 日 20 火 ５年歯科保健指導 ６年プール清掃
5 月 口座振替 手づくり弁当の日 読み聞かせ（中学年） クラブ活動
6 火 読み聞かせ（低学年） ＡＬＴ来校 21 水 全校朝会（プール開き）
7 水 ６年修学旅行（１日目） 22 木 教育指導課・総合教育センター学校訪
8 木 ６年修学旅行（２日目） 問

ベルマーク収集日 23 金 １年心音心電図検査 大清掃（全学年）
9 金 ６年修学旅行（３日目） 24 土

スクールカウンセラー来校 25 日
10 土 26 月 物品移動 ５年脊柱側弯検診
11 日 27 火 読み聞かせ（低学年） ＡＬＴ来校
12 月 芸術鑑賞会（全学年）
13 火 ４年社会科見学 １年歯科保健指導 28 水 全校朝会（励ます会）

読み聞かせ（高学年） ＡＬＴ来校 29 木 参観日 学校保健委員会（全学年）
14 水 音楽朝会 ２年歯科保健指導 30 金 計算テスト
15 木 ３年歯科保健指導 クラブ活動 スクールカウンセラー来校
16 金 漢字テスト ４年歯科保健指導

第１回地域学校連携協議会

手づくり弁当の日 平成２９年６月５日（月）

「食」の大切さを見直し、親子のふれあいや家族の絆を深め、「食育」に対する意識の向上
を図ることを目的に、１学期と２学期に１回実施されています。
※ 飲み物を持ってくる場合は、お茶か水にしてください。

■■■ 本当にありがとうございました ■■■

（写真右）
南糠塚町内会長の大久保幸彦様に学校栽培園をト
ラクターで耕起していただきました。大変暑い中
子供たちのために丁寧に作業していただき、本当
にありがとうございました。

（写真左）
三浦みどり様、矢澤修二様、下田良子様、西舘静子様、
大久保幸子様、伊藤志保様、金浜あつ子様にフラワ
ーロードの花壇整備（土起こし）をしていただきま
した。環境整備作業のときにスムーズに花苗を植え
ることができます。本当にありがとうございました。

☆ 前田妙子様より雑巾を寄付していただきました。大切に使わせていただきます。
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★★★★★ 〈平成２９年度 ＰＴＡ役員の紹介〉 ★★★★★

４月２２日（土）のＰＴＡ総会において、平成２９年度のＰＴＡ新役員が下記のように選出されま
したので、ご紹介いたします。今年一年よろしくお願いいたします。（敬称略）

＜ＰＴＡ執行部＞
◇ＰＴＡ会長 ：黒澤 晃
◇ＰＴＡ副会長 ：大 協司、大久保圭一郎、前田辰也、早狩裕子、川口美由紀
◇ＰＴＡ会計監査：金濱悦子、梅田千絵理
◇ＰＴＡ書記 ：杉本裕恵、山下さやか、佐々木弘美、番沢聡美
◇ＰＴＡ会計 ：赤波江陽子、佐藤直子

＜ＰＴＡ各委員会委員長の紹介＞
○総務委員会委員長 ：金屋千鶴
○ベルマーク委員会委員長 ：野坂静恵
○広報委員会委員長 ：類家睦子
○校外生活安全委員会委員長：館合裕之
○交通安全母の会委員長 ：高森栄子
○愛好会後援会会長 ：佐藤美恵子
○１学年委員長：成田 梓
○２学年委員長：坂本桂子
○３学年委員長：小笠原仁美
○４学年委員長：泉山賀寿子
○５学年委員長：金濱麻由美 下舘那美
○６学年委員長：夏坂由美

【４月・５月の主な教育活動の紹介】

◇交通安全教室＜４/１０(月)・４/１２(水)＞
１０日には全校対象の、１２日には１年生対象の交通安全教

室を実施しました。
１年生対象の交通安全教室は天候がよくなかったため，校内

で行いました。八戸警察署・長者地区交通安全協会の皆様から
もご協力をいただきました。本当にありがとうございました。

◇１年生を迎える会＜４/１９(水)＞
１年生６７名を迎え、学校紹介クイズなどをしながら楽しいひ

と時を過ごしました。また、１年生からは、すてきな歌のプレゼ
ント（校歌の１番）がありました。１年生も、小学校生活スター
トから早一ヶ月を経て、縦割り班の清掃活動・あいさつ運動など
活躍の場が増えてきています。

◇徒歩遠足＜５/２(火)＞
５月の風が心地よく吹く中，徒歩遠足が行われました。１年

生と２年生は三八城公園へ、３年生は根城城址へ、４年生は八
戸消防署へ行きました。起震車体験など、遠足の中に学習活動
も取り入れられています。晴天の下、友だちと交流を深めるこ
とができた思い出に残る一日になりました。
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期 日 平成２９年５月２１日（日）
（午前６時の のろし が合図です。）

＊ ８：４０に入場行進開始の予定です。
（天候によっては変更の場合もあります。）

雨 天 時 弁当持参で、月曜日の授業を行います。
運動会は２３日（火）に順延となります。
この場合、給食ありになります。

駐 車 場 来賓の方以外の駐車場は準備できません。
徒歩にてお越しください。ご協力をお願いします。

ᒊἴࠄἝὤὁἴἷἕἪṋṋ ἪὁἨἕໄᣨἸἪṋṋ

＊平成２９年度八戸市小学校春季卓球大会
４年以下男子シングルスの部 第１位 石山 京さん
４年以下男子シングルスの部 第５位 泉山 幹太さん
５年男子シングルスの部 第２位 佐々木駿輔さん

＊第５９回県南小学校春季相撲大会
団体の部 第１位 長者小学校Ａ
個人２年生の部 第１位 冨田清悟さん
個人３年生の部 第１位 栁谷真生さん
個人４年生の部 第２位 小山内幸弥さん
個人４年生の部 第３位 田村優雅さん
個人５年生の部 第２位 金濱修太朗さん
個人５年生の部 第３位 佐々木瞭さん
個人５年生の部 敢闘賞 川口正太郎さん
個人６年生の部 第１位 田中智宏さん

ҸᢂἛὒἸἹἥἧἕἪṋṋ

「学校安全情報配信システム」登録のお願い

本校では、非常災害時等の緊急連絡において、瞬時に確実に情報が伝わるという
理由から「八戸市学校安全情報配信システム」を活用しています。５月１日（月）
に実施した保護者引き渡し訓練も、多くの保護者の方からご協力をいただき、引き
渡し開始から約１時間半ですべての児童を引き渡すことができました。本当にありがとうございま
した。今後も、早朝や下校後など、お便りの配付が間に合わない時間帯に事案が発生することも考
えられます。そこで、「八戸市学校安全情報配信システム」への全家庭の登録を呼びかけています。
諸事情により、まだ登録されていない方でも、ご連絡をいただければ、いつでも登録ができます。
登録を希望される方は 長者小 教頭（℡２２－０５６４） までご相談ください。
学年単位での配信もできます。ご兄弟がいる場合は、上のお子さんだけでなく全員の加入をお勧

めします。（一人の児童につきアドレスを３つまで登録できます。）


