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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

校 長 田 村 元

「地球にやさしくて，おいしいにんじんがとれたので，味噌汁をつくっておいしく食べたい。」「野菜がこ

んなに時間をかけてつくられていることがわかって，給食の野菜がとてもありがたく感じた。」５・6年生

が学校園でにんじんと大根を収穫したときの感想です。７月に種から育てた野菜が立派に育ちました。

八戸市教育委員会の食育活動支援事業の一環として，給食センターが地域の業者に給食で残った

食材で堆肥をつくっていただき，本校で，それを活用した野菜づくりに取り組みました。暑い日が続い

たり，台風が接近したりして生育が心配されましたが１０月２４日に6年生が大根を，11月7日に5年

生がにんじんを収穫しました。子供たちにとっては，生まれて初めての経験だったことでしょう。ふろふ

き大根やおでんにしてみんなでおいしくいただきました。にんじんにしろ大根にしろ，収穫するまでには

長い日数がかかり，いろいろな人の手にかかって出荷されるということを肌で感じていたようです。ま

た，市街地の真っ只中で野菜が収穫できるということは，いい経験となったことでしょう。

「うさぎ追いしかの山，こぶなつりしかの川…」10月の音楽会で全校で歌いました。この歌のように，

様々な体験を通して，長者小学校が「心のふるさと」になってくれればと願っています。

今年令和元年に長者地区連合町内会は50周年を迎えました。

10月20日（日）には盛大に記念式典と祝賀会が催されました。

50周年を祝して記念誌が発行されました。本校6年生全員が長

者地区のよいところや未来への願いを書き綴り，お祝いに花を添

えました。連合町内会より記念誌と長者音頭の歌詞が書かれた

日本手ぬぐいを記念品として寄贈していただきました。地域を知

る貴重な資料として大切に保管，活用していきたいと思います。

長者小だより

 

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 日 １４ 土
２ 月 １５ 日
３ 火 ＡＬＴベンさん来校 16 月 朝の読み聞かせ（高学年）
４ 水 音楽朝会 17 火 ＡＬＴベンさん来校
５ 木 口座振替日 ベルマーク収集日 18 水

クラブ活動 愛好会連調整会議18:30～ 19 木
３～6年生スケート教室（ＹＳアリーナ ３・4年 20 金 5時間授業【15:00頃下校】 給食終了日
10:30～11:30，５・6年13:30～14:30） ＡＬＴベンさん来校

６ 金 ４時間授業【14:00頃下校】 21 土
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校9:00～12:00 22 日

７ 土 23 月 ２学期終業式 給食なし【12:00頃下校】
８ 日 24 火
９ 月 4時間授業【14:00頃下校】 25 水
10 火 5年食に関する指導 ＡＬＴベンさん来校 26 木
11 水 表彰朝会 １・２年生スケート教室（新井田 27 金

インドアリンク8:50～10:05） 28 土
12 木 おはなし会 委員会活動 29 日
13 金 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校11:30～14:30 30 月

ＡＬＴベンさん来校 31 火 大晦日

☆校内スケート大会が 令和２年２月１９日（水） に正式決定しました。（詳細は後日ご案内いたします。）
☆スクールカウンセラー和山先生は１２月６日（金）と１２月１３日（金）に来校します。

【～表彰者の紹介～ 各種大会，コンクール，愛好会活動で大活躍です！】
＊第６回ＬＰガス完全燃焼杯学童軟式野球大会 ＊「住みたい家・住みたい街」コンクール2019
優勝 長者ＢＢＣ ・優秀賞 ６年 永田 悠莉さん
最優秀選手賞 ６年 類家吟治さん ６年 名古屋聡太さん

６年 大南 芽唯さん
＊令和元年度中央地区新人野球大会 ６年 小幡 紘子さん
優勝 長者ＢＢＣ ５年 長谷部嘉子さん

・佳 作 ６年 泉山 幹太さん
＊第３６回青森県南小学生相撲大会 ６年 松本 和樹さん
・団体の部 優勝 長者小学校Ａ ６年 田村 瑛梨さん

大久保暁斗さん 小山内幸弥さん ５年 長野 哲大さん
田村 優雅さん

・個人３年生以下の部 準優勝 大久保陽翔さん ＊令和元年度八戸市学校保健会「自由研究」
・個人４年生の部 優 勝 松橋 琉希さん ・銀 賞 2年 小笠原 快さん

第３位 冨田 清悟さん
・個人５年生の部 優 勝 栁谷 真生さん
・個人６年生の部 準優勝 小山内幸弥さん

＊第１７回軽米町長杯ミニバスケットボール大会
・男子の部 第３位 長者ミニバスケットボール愛好会

＊校内マラソン大会（３位まで） ～入賞できなかった皆さんも大変よくがんばりました。～

・１年生男子の部 １位；溝江 蒼馬さん ２位；三浦 春樹さん ３位；パーキンスリオン慈音さん
・１年生女子の部 １位；相模 百音さん ２位；松井 美織さん ３位；中村 真瑚さん
・２年生男子の部 １位；佐々木仁之介さん ２位；西舘 凜翔さん ３位；山木 悠生さん
・２年生女子の部 １位；北田 真麻さん ２位；和山 琴音さん ３位；佐藤 由実さん
・３年生男子の部 １位；溝口奏太朗さん ２位；山本 皐太さん ３位；大橋 翔空さん
・３年生女子の部 １位；対馬 帆奏さん ２位；福島 香夏さん ３位；高森 美妃さん
・４年生男子の部 １位；松橋 璃來さん ２位；中野渡篤知さん ３位；岩 宗史さん
・４年生女子の部 １位；柿本 心彩さん ２位；舘山 幸永さん ３位；柳町 虹胡さん
・５年生男子の部 １位；和山 龍青さん ２位；千葉 恵也さん ３位；皆川 瑛太さん
・５年生女子の部 １位；大橋 星恋さん ２位；大久保蒼桜さん ３位；笹垣 香恋さん
・６年生男子の部 １位；髙橋 倫人さん ２位；類家 吟治さん ３位；田守 柊雲さん
・６年生女子の部 １位；下舘 結心さん ２位；河村 凜音さん ３位；古里 みるさん



【１０月の教育活動などの紹介】

◇音楽会 １０月１９日(土)◇

音楽会に向けて,子供たちは一生懸命練習に取
り組んできました。 １年生のあいさつから６年生の
終わりのことばまで，一曲一曲に心を込め，精一杯
の歌唱と器楽合奏を披露しました。たくさんの保護
者の皆さまや地域の皆さまにご来校いただき， 子
供たちの明るく伸びやかな歌声やレベルの高い器
楽演奏にたくさんの拍手をいただきました。皆さま
のご声援に心から感謝申し上げます。 本当にあり
がとうございました。
写真右は１年生の「おべんとうばこのうた」の様

子です。かわいいしぐさと歌声で，体育館いっぱい
に笑顔の花が咲きました。

◇２年生親子学習会１０月２４日◇

八戸せんべい汁研究所の皆さまによる「まち
おこし出前講座」として，八戸のよいところや自
慢できるものについて，クイ
ズに答えながら，親子で楽
しく学習することができまし
た。ご多用の中，ご来校い
ただきました保護者の皆さ
ま，八戸せんべい汁研究所
の皆さま，本当にありがと
うございました。

八戸せんべい汁「おもてなし」
マイスター汁ドレンのいる学校
に認定されました。

◇食育活動支援事業◇

食育活動支援事業で，１学期に中庭に植えた大
根がたくましく成長し，６年生が大根堀りをしまし
た。今まで見たことがないくらい大きく成長した大
根に子供たちは大喜びです。とても大きく葉も青々
しい見事な大根がたくさんできました。その大根を
６年生が調理し，ふろふき大根やピクルスにしてみ
んなで食べました。大根堀りや調理実習にご協力
いただきましたボランティアの皆さま，本当にありが
とうございました。
（おでん作りについては次号でお知らせします。）

ボランティアの皆さまのご協力をいただき とてもおいしいふろふき大根のできあがりです。
６年生がとれた大根を調理しました。 この他にピクルスも作りました。



◇校内マラソン大会１０月２９日◇

校庭の木々が紅葉し美しく彩られている中，校内マ
ラソン大会が行われました。どの学年も真剣に競技に
取り組む様子が見られました。また，日々のマラソン
運動への取組が成果として現れ，１年前よりかなり速
くなった子も見られました。お忙しい中，たくさんの保
護者の皆さまよりあたたかいご声援をいただきまし
た。本当にありがとうございました。
写真右は６年生男子のマラソン大会の様子です。ス
タートから疾風のごとく勢いよく走り出しました。

２カ所に担架が設置されました。

校内に新しく担架が２基設置されま
した。保健室前ＡＥＤ横と体育館流し横
にあります。どちらも縦長のボックスの
中に立ててあります。緊急時などにご
利用ください。

縦長のボックスの
中に担架が立てて
あります。

【保健室前の担架（ＡＥＤの横）】 【体育館の担架（流しの横）】

今年度は，インフルエンザの流行が例年よりかなり早く，八戸市内の小・中学校でも学年
閉鎖や午前授業などの措置を取っている学校が見られます。長者小学校では，まだ大きな
流行に至っておりませんが，今後も注意が必要です。睡眠時間の十分な確保や手洗いの
励行など，引き続き各ご家庭でのご協力をお願いいたします。尚，欠席状況の確認のため，
欠席や遅刻の連絡は午前７時４０分頃までにお願いいたします。

○食育活動支援事業やフラワーロードの花壇じまいでたくさんのボランティアの皆さまよりご支援・ご協力をい
ただきました。お忙しい中，子供たちのために本当にありがとうございました。

・１０月２４日（木）-食育活動支援事業- 大根の収穫
小渡定夫 様 田畑賢造 様 大 織依 様

・１０月２９日（火）-食育活動支援事業- ふろふき大根，ピクルス作り
大久保幸子 様 大久保通子 様 早狩裕子 様

・１０月３０日（水）花壇じまい，チューリップの球根植え
西舘静子 様 下田良子 様 阿部愛子 様 三浦みどり 様 大久保幸子 様 矢澤修二 様
中村幸子 様 大 織依 様

・１１月 ７日（木）-食育活動支援事業- にんじんの収穫
小渡定夫 様 田畑賢造 様 大 織依 様

・１１月１１日（月）-食育活動支援事業- おでん作り
大久保幸子様 大久保通子 様 早狩裕子様 中川原香織 様 大 織依 様 西舘静子様 松浦静香様


