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八戸市立長者小学校 学校だより 平成３０年度 第２号 平成３０年５月１４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＞

校 長 田 村 元

若葉のまぶしい，風薫る季節がやってきました。この１ヶ月，子どもたちが安全に気を
付けながら生活できましたのも，各家庭におきましてご指導いただいたお陰と感謝申し上
げます。
子どもたちの活動はどんどん外へと向けられています。子どもの体力向上には，学校の

授業に加えて，日常の運動習慣も大切です。例えば，歩くだけでも安静時の４倍の運動量，
ゆっくりとしたジョギングは６倍，縄跳びは安静時の１２倍もの運動量になるそうです。
ご家庭でも運動習慣について話題にされてはいかがでしょうか。学校では，休み時間にな
ると，子どもたちがグランドや体育館へ行き，活動的に遊び，元気な歓声が響いています。
遊具やボールを使った運動や様々な集団遊びが行われ，よい体力づくりとなっています。
今月の26日（土）には，運動会が行われます。日本で初めて行われた運動会は，今か

ら１３４年前の１８７４年（明治７年）海軍兵学校で行われた「競闘遊戯会」だったそう
です。その後，１８８３年（明治１６年）に東京大学が大学予
備門と合同で神田一ツ橋で陸上競技会を開いたものが，後に「帝
大運動会」と呼ばれ，東京名物の一つになったそうです。当初
はトラック，フィールド競技だったものが，お祭り気分が加わ
って余興的なものも取り入れられ，各学校や会社，町や村など
に広まり，全国で行われるようになったようです。
年１回行われる運動会は学校行事の中でも最大級のもので，

学校を挙げて準備しているところです。各学年の練習に加えて，
全校での練習もあり，子どもたちにとってはまさに『頑張りど
ころ』です。日々の練習で体が疲れ切ってしまった子や，普段運動していない子にとって
は，気の重いことかもしれません。筋肉痛も起こることでしょう。子どもたちが体調を崩
さぬよう十分な休養を取らせていただくとともに，明日も頑張ろうという前向きな気持ち
になれるよう，お子さまにぴったりの励ましの言葉をかけてくださいますようよろしくお
願いします。
また，運動会開催にあたり，環境整備をはじめ多くの方々のご協力をいただいておりま

すことに感謝申し上げます。皆様の参加のもと，子どもたちの頑張りを楽しみながらご声
援いただければと思います。どうぞ，ご家族お揃いで運動会へお越しください。

長者小学校が表彰されました。

長者小学校が，これまでの交通安全への取組が評価され，この度，
八戸警察署並びに八戸地区交通安全協会より表彰されました。これま
で長者小学校の交通安全への取組に対しご支援とご協力をいただいた
すべての方に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

 

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
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1 金 計算テスト １・４年眼科検診 16 土
ＡＬＴ来校 17 日

2 土 18 月 ５年プール清掃
３ 日 19 火 ６年プール清掃 ４年歯科保健指導
4 月 手づくり弁当の日 ＡＬＴ来校
5 火 口座振替 ＡＬＴ来校 20 水 芸術鑑賞会（全学年）
6 水 ６年修学旅行（１日目） 21 木 全校朝会（プール開き）
7 木 ６年修学旅行（２日目） ５年歯科保健指導 委員会活動

ベルマーク収集日 22 金 大清掃（全学年） ６年歯科保健指導
8 金 ６年修学旅行（３日目） ＡＬＴ来校 23 土
9 土 24 日
10 日 25 月 物品移動
11 月 スクールカウンセラー和山先生来校 26 火 学校教育課訪問 ＡＬＴ来校

14:00～17:00 27 水 全校朝会（励ます会）
12 火 １年歯科保健指導 ＡＬＴ来校 ５年脊柱側わん検診
13 水 音楽朝会 ２年歯科保健指導 28 木 クラブ活動
14 木 クラブ活動 29 金 参観日 学校保健委員会 計算テスト
15 金 漢字テスト ４年社会科見学 スクールカウンセラー和山先生来校

３年歯科保健指導 ＡＬＴ来校 14:00～17:00 ＡＬＴ来校
第１回地域学校連携協議会 30 土

＊スクールカウンセラー和山先生は５月２４日（木）
１４：００～１７：００にも来校されます。

手づくり弁当の日 平成３０年６月４日（月）

「手づくり弁当の日」は「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回ずつ実施されています。
※ 飲み物を持ってくる場合は，お茶か水にしてください。

～お願い～ ・これから運動会の練習が本格的に始まります。睡眠と食事をしっかりとらせるよ
うお願いします。
・体育がある日は運動しやすい服装で登校させるようお願いします。
・欠席や遅刻の連絡は７時４０分ころまでにお願いいたします。

～受賞者の紹介～ 長者っ子がんばっています!!

＊第３３回青森県少年学年別柔道・形競技選手権 ＊第４５回弘前さくら祭少年相撲大会
大会 柔道競技個人戦 小学校団体の部 第３位 長者小学校Ａ
女子４年の部 第３位 坂澤有紀さん （川口正太郎さん 佐々木瞭さん

金濱修太朗さん）
＊平成３０年度八戸市小学校春季卓球大会 小学校６年生の部 第３位 金濱修太朗さん
６年男子シングルスの部 第５位 佐々木駿輔さん 敢闘賞 川口正太郎さん
６年女子シングルスの部 第５位 泉 由依さん

＊第60回県南小学校春季相撲大会
団体の部 第３位 長者小学校Ａ
（川口正太郎さん 佐々木瞭さん
金濱修太朗さん）

個人１年生の部 第１位 柏木翔吾さん
＊第38回マクドナルド全日本学童軟式野球大会 第２位 大久保陽翔さん
八戸市予選会 準優勝 長者ＢＢＣ 第３位 佐々木心さん

個人３年生の部 第１位 冨田清悟さん
個人４年生の部 第１位 栁谷真生さん
個人５年生の部 第１位 小山内幸弥さん

第３位 田村優雅さん
＊第７回みなとカップミニバスケットボール交流 第４位 大久保暁斗さん
大会 女子の部 第３位 個人６年生の部 第１位 佐々木瞭さん
長者ミニバスケットボール愛好会 第２位 金濱修太朗さん



- 3 -

【４月の主な教育活動の紹介】

◇４月１０日（月）/１２日（水）交通安全教室
１０日には１年生対象の，１２日には全校児童

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では，平中の交差点

を渡る練習を行いました。車がしっかり止まった
ことを確かめて全員上手に渡ることができまし
た。ご協力いただきました中央交番の皆さま，長
者地区交通安全協会の皆さま，本当にありがとう
ございました。

◇４月１８日（水）１年生を迎える会
１年生６１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
か月を経て，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。

◇４月２７日（金）避難訓練／集団下校訓練
大地震が発生したことを想定して，全校児童

が校庭へ避難する訓練が行われました。担任の
先生の指示をよく聞き，全校児童が教室や体育
館から数分で避難することができました。スム
ーズな避難に校長先生から花丸１００点をもら
いました。また，この日は帰る方向が同じ子た
ちと集団で下校する訓練も行いました。緊急時
ほど，この日の訓練のように落ち着いて行動できるよう，今後も子どもたちへの指導を繰
り返していきます。

■■■ 子どもたちのためにありがとうございました ■■■

学校栽培園の耕起（写真右）
連合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。大変お忙しい中，子
どもたちのために丁寧に作業をしていただき，本当に
ありがとうございました。

給食配膳ボランティア（写真左）
五日間に渡り，１年生の給食配膳に多くの保護者

やボランティアの方からご協力をいただきました。
おかげさまで，給食の準備が手際よく行われ，１年
生も給食の準備をどのようにするのか見て学習する
ことができました。お忙しい中，本当にありがとう
ございました。ご協力いただいたボランティアの皆

さんは次の通りです。
川口美由紀さん 杉本裕恵さん 池田さとみさん 野坂静恵さん 吉田文子さん

工藤佳代子さん 西舘静子さん 淡路恵美子さん 野田賢子さん

＊長者地区老人クラブの皆さまよりたくさんの雑巾を寄贈していただきました。大切に
使わせていただきます。本当にありがとうございました。
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平成３０年度 大運動会のご案内とお願い

・期 日 平成３０年５月２６日（土）
（午前６時に のろし と 安全配信メール でお知らせします。）
＊８：４０に入場行進開始の予定です。
（天候によって変更する場合もあります。）

・雨 天 時 ５月２６日（土）に運動会が実施できなかった場合，この日は休業日と
なります。この場合，運動会は翌５月２７日（日）に延期となります。
５月２８日（月）は運動会の有無に関わらず振替休業日です。

・お 願 い ・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。学
校近隣の空き地に勝手に駐車することのないようお願いいたします。
・運動会の場所取りは５月２５日（金）１６時１５分からです。担当教員
の指示に従ってください。
・簡易のいすやキャンプ用のテントを使用される際，後ろの保護者の方が
競技を参観できないときは使用をご遠慮ください。特にトラック周辺で
のいすの使用はご遠慮ください。できるだけ後方で使用されるようお願
いします。すべての保護者の皆さまが気持ちよく競技を参観できるよう
ご協力をお願いいたします。

★★★★★ 〈平成３０年度 ＰＴＡ役員の紹介〉 ★★★★★
４月２０日（金）のＰＴＡ総会において，平成３０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 ：鴨澤 諭，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，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 ：大久保美雪
○ベルマーク委員会委員長 ：名古屋由紀子
○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 ：保坂亜由美
○１学年委員長：大久保真美 野上真琴 ○２学年委員長：山形智香
○３学年委員長：中野渡久美 松井有沙 ○４学年委員長：吉田佐千枝
○５学年委員長：大久保李佳 ○６学年委員長：金濵麻由美 下舘那美

「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（火）
に実施した児童を保護者へ引き渡す訓練でも，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，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緊急事案が発
生することも考えられます。そこで，本校では「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。（５月１日現在約９２％のご家庭で加入していただいております。）
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 教頭後藤（℡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。）


