
八戸市立長者小学校 学校だより 平成３０年度 第４号 平成３０年７月１７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

早いもので，１学期終了まであと１週間となりました。

水泳学習が始まり，梅雨の晴れ間に子どもたちの元気な声がプールから聞こえてきます。はっきりしない

天気の日は，「気温は？」「水温は？」と，心配そうに判断を待っている子どもたち…。「今日はプールに入

りましたよ！」と笑みを浮かべて報告する顔には満足感がいっぱいです。安全に気を付けて，この時期な

らではの水泳を思いっきり楽しみ，体力をつけてほしいと思っています。

さて,先日の愛好会壮行式で子どもたちに，スポーツには『する，見る，支える（養成する/応援する），

知る』という関わり方があることを話しました。文部科学省は，学校教育法などに基づいて各学校で教育

課程（カリキュラム）を編成する際の基準を定めていまが，東京オリンピック・

パラリンピックが開かれる2020年を目途に，新たな学習指導要領に基づいて授

業が行なわれます。その中で子どもたちに身につけてほしいスポーツに対する

見方・考え方が「する，見る，支える，知るスポーツ」です。今回の改訂で，

マットや跳び箱を使った「器械運動系」，「陸上運動系」，「水泳運動系」，バス

ケットボール，サッカーなどの「ボール運動系」，リズムダンスやフォークダ

ンスなどの「表現運動系」の運動を行なうと定めています。低学年では遊びか

ら始まり，中学年，高学年ではチームで競い合う運動に進んでいきます。（するスポーツ）

内容自体は今までと大きく変わるものはありませんが，運動能力の向上のためにスポーツを指導できる

地域の人材を活用することを促しています。（支えるスポーツ）

新たに追加されたものは，2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え，オリンピック・パラリ

ンピック教育です。ルールやマナーを守ることやフェアープレイの精神や，オリンピック・パラリンピッ

クが掲げる理念の1つである「共生」を学びます。（見る/知るスポーツ）

本校ではスポーツを通じて心と体の成長を促していきたいと考えています。ご家庭でも，様々なスポー

ツ競技を見たり，体験したりして，「する，見る，支える，知る」スポーツについて話題にしてみてはいか

がでしょうか。

インターネットトラブル防止教室開催
日時：8 月 7 日（火）13：50 ～ 15：30 場所：長者中
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＊第４７回八戸市スポーツ少年大会 ＊第３７回青森県小学生相撲大会
卓球男子団体 第３位 長者スポーツ少年団 相撲団体の部 第１位 長者小学校
卓球４年生以下シングルス 第５位 長谷部嘉子さん （川口正太郎さん 金濱修太朗さん 小山内幸弥さん

卓球５年男子シングルス 第２位 石山 京 さん 佐々木瞭さん 大久保暁斗さん 田村優雅さん）

卓球６年男子シングルス 第５位 佐々木駿輔さん 個人の部 第１位 佐々木瞭さん
卓球６年女子シングルス 第３位 泉 由依 さん 個人６年生の部 第２位 佐々木瞭さん

＊第６０回青森県吹奏楽コンクール第３８回八戸地区 ＊第４７回八戸市スポーツ少年大会
大会 小学校の部 相撲団体の部 第１位 長者スポーツ少年団Ａ

金賞 八戸市立長者小学校 （金濱修太朗さん 川口正太郎さん 佐々木瞭さん）

相撲団体の部 第３位 長者スポーツ少年団Ｂ
＊第４７回八戸市スポーツ少年大会 （小山内幸弥さん 大久保暁斗さん 田村優雅さん）

剣道競技小学生総合の部 相撲個人４年生以下の部 第１位 栁谷真生さん
第１位 副将 館合摩利子さん 相撲個人４年生以下の部 第２位 松橋琉希さん
第１位 佐々木心悠さん 相撲個人４年生以下の部 第３位 原 遼太さん
剣道競技小学生女子の部 相撲個人４年生以下の部 第３位 柏木翔吾さん
第１位 中堅 館合摩利子さん 副将 佐々木心悠さん 相撲個人５年生の部 第１位 小山内幸弥さん
剣道競技小学生女子個人戦の部 相撲個人５年生の部 第３位 大久保暁斗さん
第３位 佐々木心悠さん 相撲個人６年生の部 第２位 金濱修太朗さん

＊第６３回春季南部地方水泳競技選手権大会 相撲個人６年生の部 第３位 佐々木瞭さん
男子小学生B 050ｍ自由形 第１位 ６年佐藤大樹さん ＊「第１４回俳句のまち八戸」学生俳句大会
男子小学生B 100ｍ自由形 第２位 ６年佐藤大樹さん 佳 作 ３年 下川美穏さん
男子小学生B 200ｍ個人メドレー 佳 作 ４年 千葉恵也さん

第３位 ６年佐藤大樹さん 佳 作 ６年 髙嶋珠奈さん
＊ユニバースカップ第１８回八戸ちびっこマラソン ＊第４２回青森県少年柔道大会
２ｋｍ４年生女子の部 第８位 大橋星恋さん 女子４年の部 第１位 坂澤有紀さん

－よい歯と口の健康賞受賞者は次号でお伝えします。－ ＊５年小幡紘子さんがピアノでピティナ・
ステ－ジに継続参加し表彰されました。

○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。子ども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，更衣室などに忘れたも
のがあったら必ず取りに来ることなどのお願いありました。
年々忘れ物や落し物が多くなっているそうです。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。

○～ お 礼 ～
５月３１日（木）１年生のアサガオ植えに 西舘静子さん
野田賢子さん 淡路恵美子さん 金浜あつ子さん
久保田裕子さん からご協力をいただきました。おかげ様
でアサガオ植えが大変効率よく行われました。お忙しい中，本当にありがとうございました。
また，前田 妙子さんよりたくさんの雑巾を寄贈いただきました。大切に使わせていただきます。子ども
たちのために本当にありがとうございました。

８月 ５日（日） 親善相撲長者大会

８月 ６日（月） 口座振替日

８月 ７日（火）インターネットトラブル防止教室

（於；長者中学校13:50～15:30）

８月１１日（土） 山の日

８月１３日（月）～１４日（火） 学校閉庁日

８月２２日（水） ２学期始業式（給食あり）

８月２３日（木） 体位測定（４・５・６年）

委員会活動

８月２４日（金） 体位測定（１・２・３年）

スクールカウンセラー和山先生

１４：００～１７：００

８月２７日（月）～８月３１日（金）夏休み作品展

８月２７日（月） 朝の読み聞かせ（低学年）
１年食に関する指導

８月２９日（水） 県学習状況調査（５年）
６年食に関する指導

８月３０日（木） 昼のおはなし会
クラブ活動

＜９月の主な行事予定＞
９月 ７日（金） 市内陸上競技会
９月 ９日（日） 区民運動会 （長者小校庭）
９月１１日（火）（市内陸上競技会予備日）
９月１２日（水）～１４日（金）

５年宿泊学習（二泊三日）
９月２３日（日） ふれあいまつり



○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。

鑑賞教室 ～虹色サンゴ～

鉄 棒 月 間

～プール監視についてのお願い～

【６月の主な学校行事から】
プール清掃

６月１８日（月）は５年生が，翌１９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。暑い日が多くな

り，子どもたちの歓声がプールサイドに響き渡っ

ています。

水色の魚サンゴは父魚と母魚の深い愛情を受

け，仲間の魚たちと幸せな日々を過ごしていま

した。ある日，魚たちの群れを悲劇が襲いま

す・・・。虹色サンゴは，プロジェクションマ

ッピングとミュージカルを合わせたとてもすば

らしい鑑賞教室でした。環境問題を考えさせ，

さらに命の大切さを感じさせる内容の濃いミュ

ージカルでした。

今年度も長者小学校では，「鉄棒の活用」に

取り組んでいます。校庭の鉄棒だけでなく，

体育館の一部に鉄棒を設置し，子どもたちが

授業中だけでなく休み時間にも鉄棒運動に親

しめるようにしました。校庭でも体育館でも

様々な鉄棒運動に親しんでいる子が多く見ら

れます。



これまで長者小学校で指定してきた運動着の半袖が，この度，製造されないこ
とになりました。新しい半袖（写真右）は袖口の青いラインがなくなりますが，
生地がメッシュでこれまでのものより乾きやすくなるそうです。夏休みの個人面
談のときに実物を南玄関に展示しますのでどうぞご覧ください。
尚，新しいタイプの半袖は来年の１月から購入可能となります。今後は，従来

まで使用していた半袖をそのまま使用してもよろしいですし，新しいタイプの半
袖を購入してもよろしいです。但し，新しいタイプの半袖は金額が少し高くなり
ますのでご了承ください。
・これまで使用してきた運動着の半袖 → 定価１，５００円
・新しいタイプの運動着の半袖 → 定価１，７００円（１１０～１５０）

定価１，８００円（Ｓ～３Ｌ）

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，この度，学校閉庁日を設定する
ことになりました。すべての教職員が健康で元気に子ども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（月）～８月１４日（火）の連絡先 教育委員会学校教育課 直通 ４３－９１５３】

運動着の半袖について

学校保健委員会

夏季休業中の学校閉庁日の設定について

選手を励ます会
６月２７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代表からのやる気に満ちたあい

さつから，試合やコンクールにかける意気込みが感じ

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

れからの活躍が楽しみです。

６月29日（金）5校時に行われた学校保健委員会

では本校スクールカウンセラー和山弓子先生を助言

者に迎え，『ふわふわ言葉で心を元気にしよう』のテ

ーマで，保健環境委員会の子どもたちと助言者が一

緒にソーシャルスキルトレーニングを進めていきま

した。保健環境委員会の子どもたちの寸劇があった

り，子ども同士でトレーニングをしたりしながら，

相手の気持ちを考えて言葉を使うことの大切さにつ

いて学ぶことができました。



●４月に配付した年間行事予定表では１１月１３日（火）が就学時健康診断希望日と記載されていますが，

就学時健康診断が１１月８日（木）に決定しました。近くなってから再度ご案内いたします。

１１月 ８日（木） 就学時健康診断 ３時間授業 給食なし
１１月１３日（火） 通常の火曜日の校時 給食あり となります。


