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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 ＞

～ 適切な言葉遣いが身につくように ～

校 長 田 村 元

万葉のころの人々は，使い方によって幸せと不幸せを左右する『言葉のもつ不思議なカ』言霊（こと
だま）を信じていたそうです。この考え方は右の高橋系吾氏の「その一言」のように，現在も私たちの生
活の中に伝えられているところがあります。楽しい生活を送っていたのに，心ない一言によって落胆し，
もう駄目だとあきらめていたときに友だちから投げかけられた温か
い励ましの一言によって元気を取り戻したりすることがよくありま
す。
子供たちは「悪口を言った」「言ってない」でもめ事になることが

あります。仲たがいや言い争いを通して，してはいけないこと，言っ
てはならないこと，自分はあのときいやな思いをしたから友達には
そういうことをするのはやめようと，多くのことを学んでいきます。
私たち教師はなるべくはやく仲直りできるように 「その一言」の

重みを再認識するとともに，子供たちに場に応じた適切な言葉遣い
についてきちんと使えるように，全校朝会で，特別活動や学級で指
導しています。保護者，地域の皆様，子供たちの言葉遣いに関心を
もっていただき，可能な場面で，話題にしていただければと思いま
す。今月もどうぞ，宜しくお願いいたします。

○ 安全情報配信メールの活用にご協力いただきありがとうございます。
非常時に備え，毎月定期配信を行いながら配信状況を確認していま
す。開封確認によって把握していますので，忘れずに開封していただき
ますようお願いいたします。また，毎月のメールが届いていない場合に
は，教頭までお知らせください。

 

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

その一言

その－言で、励まされ

その一言で、夢を持ち

その一言で、腹が立ち

その－言で、泣かされる

ほんのわずかな、一言が

不思議に大きな、力持つ

ほんのちょっとの一言で

高橋 系吾氏「その一言」より



１ 金 全学年５時間授業（教員の研修のため） 18 月 朝の読み聞かせ（低学年）
漢字テスト ＡＬＴベンさん来校 1９ 火 １年色覚検査 ３年食の指導

２ 土 ＡＬＴベンさん来校
３ 日 文化の日 ２０ 水 ジョイントスクール交流会授業会場

青少協スポーツ教室9:00～12:00 表彰朝会
４ 月 振替休日 ２１ 木 おはなし会 クラブ活動
５ 火 令和２年度就学時健康診断 口座振替日 22 金 幼保小合同学習会 計算テスト ベンさん来校

全学年３時間 給食なし（６年生弁当持参） ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校11:30～14:30
６ 水 講話朝会 （校内マラソン大会予備日） 23 土 勤労感謝の日
７ 木 ベルマーク収集日 クラブ活動なし 24 日 青少協スポーツ教室9:00～12:00

１～４年生５時間授業 ５・６年生６時間授業 ２５ 月
愛好会連絡調整会議18:30～ 2６ 火 参観日 ＡＬＴベンさん来校

８ 金 初任者研修特別活動研修講座会場 2７ 水 講話朝会
（公開授業学級１年３組，３年１組，６年１組） 28 木 おはなし会 委員会活動
１・２年生５時間授業 ３～６年生６時間授業 29 金 ＡＬＴベンさん来校

９ 土 ミニバス試合会場（本校体育館） 30 土 ミニバス試合会場（本校体育館）
10 日 青少協スポーツ教室9:00～12:00
11 月 朝の読み聞かせ（中学年） ○スクールカウンセラー和山先生は11月15日（金）
12 火 １・２年生５時間授業 ３～６年生６時間授業 と11月22日（金）11:30～１４：３０に来校します。
１３ 水 音楽朝会 ○４月に配布した年間行事予定表では，就学時健康
１４ 木 委員会活動（代表委員会） おはなし会 診断の予定日が１１月１２日（火）となっていますが，
１５ 金 ６年校外学習 ALTベンさん来校 １１月５日（火）12:20～に決定しました。

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校11:30～14:30
16 土 ミニバス試合会場（本校体育館） ・１１月 ５日（火）は３時間授業 給食なし（６年生弁当）
17 日 ミニバス試合会場（本校体育館） ・１１月１２日（火）は通常どおりで給食があります。

【～表彰者の紹介～ 愛好会活動 お話弁論大会 で大活躍です！】
【吹奏楽愛好会】 ＊令和元年度「緑と花」コンクール
＊全日本吹奏楽コンクール第６２回東北大会 ・図画部門 八戸青年会議所理事長賞
銀賞 八戸市立長者小学校 ２年 松橋 琉希さん

【相撲愛好会】 ＊第３８回都市ガス安全使用に関する
＊八戸市内小学校親善相撲大会根岸場所 「習字・ポスター展」
・団体戦 準優勝 長者小学校Ａチーム ・習字の部 秀作 １年 馬場 智嵩さん
（大久保暁斗さん 小山内幸弥さん 秀作 ２年 山田 悠惺さん
田村優雅さん 早狩洸佑さん） 佳作 １年 下田 絢太さん

・個人戦１～３年生の部 第４位 大久保陽翔さん 佳作 ６年 鈴木美音絆さん
・個人戦４年生の部 第１位 松橋 琉希さん ＊第６２回市内児童生徒納税貯蓄作品コンクール

第３位 冨田 清悟さん ・習字の部 入選 ２年 首藤 陽奏さん
・個人戦５年生の部 第１位 栁谷 真生さん 佳作 １年 馬場 智嵩さん
・個人戦６年生の部 第１位 小山内幸弥さん 佳作 ５年 栁谷 真生さん

第３位 田村 優雅さん ＊第６２回八戸市統計調査員大会において「すい
第４位 大久保暁斗さん みんと健康 ～大切な，私たちのすいみん～ 」

＊第７２回市内お話弁論大会 のテーマで ６年生 堀光宏さん，村上由嬉乃
佳良賞 ６年 石山 京 さん さん，福田真生さん，髙橋倫人さん，田村瑛梨

「今までも これからも」を大観衆の前で堂々と さん，鈴木美音絆さん がすばらしい発表を行
発表し，表彰されました。 い表彰されました。

来る１０月２９日（火），本校校庭を会場に，校内マラソン大会を開催いたします。開会式・閉会式は，
低・中・高学年ごとに行います。保護者の皆様には，子供たちの頑張りにご声援をいただけますようご案
内申し上げます。今年度も校庭の東側で競技を行います。競技開始時刻は次のとおりです。
■雨天時やグランドコンディション不良時には１１月６日（水）に延期する予定です。

８：５０ 低学年開始（１年女子→男子→２年女子→男子）距離は約 ９００ｍ
９：４０ 中学年開始（３年女子→男子→４年女子→男子）距離は約１２００ｍ
１０：４５ 高学年開始（５年女子→男子→６年女子→男子）距離は約１５００ｍ

４年２組担任の 水江真亜子 教諭 が９月に
入籍し，「平田」に改姓しました。引き続き，ご
支援の程，よろしくお願いいたします。

校内マラソン大会のご案内



２学期の参観日を，下記の日程で開催いたします。ご多様の折
とは存じますが，万障お繰り合わせのうえ，多数ご参加ください
ますようご案内いたします。

１ 日 時 令和元年１１月２６日（火）
２ 日 程 ・授業参観１４：０５～１４：５０ ・児童下校１５：１０頃

・校内放送１５：１０～１５：２０ ・学年・学級懇談１５：２０～１６：３０

【９月の主な教育活動の紹介 ～夏から秋へ～】

◇着衣泳 ９月３日（火）◇ ◇プール納め ９月４日（水）◇
万が一水の事故に遭った場合を想定し「自分の 今年もとても暑い夏でしたが，プール管理人

命を自分で守る」ための学習の一環として着衣泳を の根城一様のおかげで，子供たちは安全にプー
全学年で実施しました。子供たちからは「服が重 ルに入ることができました。熱中症対策として，
い。」「なかなか進まない。」などの声が聞かれまし かけてくれる水のシャワーも大人気でした。プー
た。 着衣状態での背浮き（仰向けで浮く浮き方）な ル納めでは，児童代表から根城一様へ感謝の
ど自分の命を守るための学習に子供たちは真剣に 言葉と花束が贈呈されました。今年も大変お世
取り組んでいました。 話になりました。本当にありがとうございました。

◇５年宿泊学習 ９月１１日（水）～１３日（金）◇ ◇避難訓練 ９月１７日（火）◇
せんべい焼き，ナイトハイク，いかだ作り，磯の生 火災を想定した避難訓練がありました。避難

物観察など，グループ全員の協力が必要な活動に 経路を確認したあと，英語ルームにスモークを焚
たくさん取り組みました。今年度も図南小の子供た いて，煙からの避難を体験しました。想像以上に
ちと活動を共にし交流を深めました。いかだ遊びで 周囲が見えず，しっかり体を低くしなければ出口
はうまく方向転換ができなかったり，なかなか前へ がわかりません。火災によって発生する煙の恐ろ
進まなかったり苦労しましたが，友達と力を合わせた しさと共に，その煙からどのように避難すればよ
思い出は，一生忘れられないものになるでしょう。 いのかをしっかり学習することができました。

２学期参観日のご案内



5年生と６年生の家庭科でミシンを使う授業に
たくさんのボランティアの皆様に協力していただき
ました。ミシンの整備をしていただいたり，子供た
ちのすぐ近くでやさしく丁寧にご指導いただいたり
しました。おかげさまで，子供たちの作業がはかど
り，計画的に授業を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。
小渡定夫 様 大 織依 様 阿部愛子 様
野田賢子 様 吉田文子 様 八田優子 様
大久保通子 様 照井祐子 様 松浦静香 様
泉山賀寿子 様 大久保幸子 様 犹守純可 様
川口美由紀 様 中川原香織 様 福島知慧 様
金濵麻由美 様 中村栄子 様 神 文香 様
淡路恵美子 様 大久保和枝 様
また，４年生の校外学習で，引率補助として， 大 織依 様，大久保幸子 様，淡路恵美子 様
犹守純可 様 よりご協力をいただきました。引率教員の他にもう１名がグループに帯同していただける
ことで， 子供たちの安全がしっかり守られています。本当にありがとうございました。

縦割り班活動ごとにチェックポイントの場所で課
題をこなしてキーワードを集めました。写真右は班
全員で手をつなぎフラフープを送っている「おくっ
ておくって フラフープ」の様子です。最後に獲得
したキーワードを並べ替えて，どんな言葉が隠され
ているかを考えました。班長さんを中心に，仲間と
力を合わせ，とても楽しく活動することができまし
た。今回のキーワードは『ハロー，ベンせんせい！』でし
た。

ＰＴＡの皆様が企画した各コーナーに子供たち
は楽しく参加しました。また，各愛好会の活動紹介
の他，合唱愛好会と吹奏楽愛好会のコンサートも
あり大変盛り上がりました。さらに，今年度から出
演を希望する子供たちが自由に発表できるステー
ジ「君こそスターだ！」が設定され，3団体の発表
に大きな拍手が送られました。年々発表内容が充
実しています。
今年度も長者地区の皆様が多く参加され，体育

館は例年以上に多くの方でにぎわいました。大変
お忙しい中，子供たちのために楽しいコーナーや
企画を準備してくださったＰＴＡの皆様，各愛好会
の保護者の皆様に心より感謝申し上げます。
写真右は出演を希望する子供たちに自由に発
表させるステージ「君こそスターだ！」の様子です。
２年生の「子ども ＤＡ ＰＵＭＰ」の発表で大いに
盛り上がりました。

ふれあいまつり２０１９

なかよしウォークラリー

教育ボランティア

雑巾の寄付をお願いします！
例年，清掃用雑巾のご寄付にご協力をいただき，心から感謝申し上げます。おかげ様

で，子どもたちは，学校をきれいにしようと，清掃活動や美化活動に熱心に取り組んでい
ます。清掃用の雑巾が不足してきています。今年度も雑巾の寄付にご協力をよろしくお
願いいたします。
◎ 期 間 １０月２１日（月）～１１月１１日（月）まで。期間後でもかまいません。
◎ 枚 数 １家庭２枚以上をお願いいたします。
◎ 提出先 お子様を通して担任まで｡
◎ その他 なるべくタオル地の雑巾をお願いいたします。


