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八戸市立長者小学校 学校だより 令和元年度 第２号 令和元年５月１５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

校庭の銀杏の木の枝に薄緑色の鮮やかな葉が美しく茂る頃となりました。
『平成』の時代が終わり，新たな時代『令和』が始まりました。大型連休は，いかがお過ごしの
ことでしたでしょうか。連休明けのこの時期，休みが続いたことにより，学校
生活のリズムになかなか戻れず体の調子を崩す子も出てきています。4月に作り
上げた生活リズムを，再び子どもたちと再確認する日々が続いていきます。ま
た，今週から５月２５日（土）の運動会に向けた練習も各学年毎に本格的に始
まっています。お子さんの体調管理と生活リズム・習慣を整えることに，ご家
庭でのご配慮とご協力をお願いします。
さて，新年度が始まって１ヶ月。子どもたちの様子を見ていますと，どの子

も前向きに一生懸命に頑張ろうという気持ちが強く感じられます。廊下ですれ
違う時の挨拶，授業での一人一人の真剣な表情，自分に与えられた分担を黙々
と清掃する姿をうれしく思います。
年度当初には，目指す学校の姿として「通うのが楽しく，地域に信頼される

学校」とお伝えしました。
そのためにも，本校では，いじめの未然防止，早期発見・早期対応，いじめを許さない学校づ

くりに努めます。

(1) いじめは，「どの子にも起こり得る」問題であることを十分認識し，日頃から子供たち
が発する危険信号を見逃さないようにして，いじめの未然防止・早期発見に努めます。
（日常の観察のほか，年３回の調査を実施しています。）

(2)「いじめは人間として絶対に許されない」との認識を，学校教育全体を通じて，子供たち
一人一人に徹底します。

(3) 子供たちの悩みを積極的に受け止めることができるように，相談機能の充実を図ります。
（保健室相談やスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーへの相談機能の充実
に努めています。）

(4) いじめが発生した際は，教職員間の緊密な情報交換や共通理解を図り，一致協力して組
織的に対応します。また，必要に応じて，保護者や教育委員会，関係機関等と適切な連
携を図ります。

今後も家庭・地域の皆様と連携・協力しながら子供たちの健全育成に努め「笑顔いっぱいの学
校」を目指してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

 

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 
 

長者小だより
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１ 土 17 月 ５年脊柱側わん検診
２ 日 青森県知事選挙 18 火 全校朝会（プール開き）
３ 月 手づくり弁当の日 ６年こころの劇場 19 水 大湊自衛隊による鑑賞教室
４ 火 全校５時間授業 ＡＬＴ来校 10:00～12:00（本校体育館 鑑賞無料）
５ 水 ６年修学旅行（１日目）口座振替日 20 木 委員会活動
６ 木 ６年修学旅行（２日目） 21 金 ４年校外学習

ベルマーク収集日 委員会活動（５年） ＡＬＴアンドリューさん来校
愛好会連絡調整会議18:30～ 22 土

７ 金 ６年修学旅行（３日目） 23 日
ＡＬＴアンドリューさん来校 24 月

８ 土 25 火 ＡＬＴアンドリューさん来校
９ 日 たいなか保育園運動会（本校体育館） 26 水 全校朝会（選手を励ます会）
10 月 27 木 ４年食の指導 クラブ活動
11 火 教育指導課・センター訪問 28 金 参観日 学校保健委員会 計算テスト

全校５時間授業 ＡＬＴ来校 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校10:30～14:30
12 水 音楽朝会 １年心音心電図検査 29 土
13 木 ５年プール清掃 クラブ活動 30 日
14 金 ６年プール清掃 漢字テスト

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校11:30～14:30 ※スクールカウンセラー和山先生は
ＡＬＴアンドリューさん来校 ５月１７日（金）11:30～14:30

15 土 ５月３１日（金）11:30～14:30
16 日 にも来校されます。

手づくり弁当の日 令和元年６月３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～ 平成でも令和でも 長者っ子がんばっています!!

＊高円宮賜杯第３９回全日本学童軟式野球大会 ＊第６１回県南小学校春季相撲大会
マクドナルドトーナメント八戸市予選会 ・団体の部 第１位 長者小学校Ａ
優勝 長者ＢＢＣ （小山内幸弥さん 大久保暁斗さん 田村優雅さん
最優秀選手賞 ６年 木村優作さん 早狩洸佑さん）

・団体の部 第２位 長者小学校Ｂ
（栁谷真生さん 冨田清悟さん 松橋琉希さん
松井奏介さん）

・個人１年生の部 第２位 川口晴恵さん
・個人２年生の部 第１位 大久保陽翔さん

＊平成３１年度八戸市小学校春季卓球大会 ・個人３年生の部 第３位 早狩洸佑さん
・男子団体 第３位 長者小学校 ・個人４年生の部 第１位 冨田清悟さん
（石山 京さん 飯田蕾虎さん 井上雄樹さん） 第２位 松橋琉希さん

・６年男子シングルス 第３位 松井奏介さん
第２位 石山 京さん ・個人５年生の部 第１位 栁谷真生さん

・４年以下女子シングルス ・個人６年生の部 第１位 小山内幸弥さん
第３位 ４年 金濵のぞ美さん 第２位 大久保暁斗さん

第３位 田村優雅さん

＊第４６回弘前さくら祭り少年相撲大会
敢闘賞 ６年 小山内幸弥さん

＊第５４回八戸地方珠算競技大会 3年生以下の部
フラッシュ暗算競技 第2位 3年 山形彩織さん ＊２０１８年全国そろばんコンクール
読上暗算競技 第2位 3年 山形彩織さん 小学２年生の部 第８１位 山形彩織さん
個人競技 第2位 ３年 山形彩織さん （昨年１２月の全国そろばんコンクールでの入賞です。）
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【４月の主な教育活動の紹介】

◇４月９日（火）/１１日（木）交通安全教室
９日には１年生対象の，１１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，八戸地区交通安全協会
長者支部長 関野敏夫 様，交通安全母の会の皆様，本
当にありがとうございました。

◇４月１７日（水）１年生を迎える会
１年生７０名を迎え，6年生による三択クイズや全校

合唱，全校ダンスなどで楽しいひと時を過ごしました。
１年生も，入学して１ヶ月が経ち，縦割り班の清掃活
動やあいさつ運動など活躍の場が増えてきています。
生活全般に渡ってとても落ち着いている１年生。これ
からも活躍がとても楽
しみです。

◇英語専科教員による外国語活動
今年度より，３～６年生の外国語活動の授業を英語専

科教員 大江寛子 が担当します。授業を通し子供たちの
コミュニケーション能力の育成を図ります。電子黒板な
どを使った楽しい授業が展開され，英語ルームはいつも
子供たちの笑顔でいっぱいです。

■ 子供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
５月１１日（土）連合町内会長 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，子供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
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
の準備がどのように行われるのかを，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とおりです。

泉山賀寿子様 金浜あつ子様 首藤知恵様 吉田文子様
金入陽子様 中村幸子様 佐藤直子様 杉本裕恵様
佐々木弘美様 照井祐子様 小山内洋子様 大久保通子様
大久保彩音様 中川原香織様

＊交通安全のタオルをありがとうございました。
４月１０日（水）八戸地区交通安全協会長者支部長 関野敏夫 様
より，全校児童，全教職員，交通安全母の会の皆様へタオルをいた
だきました。改めて，地域が一体となり，子供たちを交通事故から
守ろうとする意識の高さを強く感じます。本当にありがとうござい
ました。
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令和元年度 大運動会のご案内とお願い

・期 日 令和元年５月２５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２５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２６日（日）に延期となります。
５月２７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
校近隣の空き地など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２４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。

音楽鑑賞会のご案内 保護者・ご家族の皆様もどうぞお越しください。

今年度の長者小芸術鑑賞教室は，海上自衛隊大湊音楽隊の皆さんによる音楽鑑賞です。大湊音
楽隊はむつ市を拠点に幅広い演奏活動を行っています。国際的国家行事にも数多く参加している
他，国際親善にも貢献しています。今回，長者小の子供たちだけでなく，保護者・ご家族の皆様
にも，この音楽隊のすばらしい演奏をお聞きしていただきたくご案内いたします。鑑賞を希望さ
れる保護者の方は昨日配付した申し込み用紙をご提出ください。後日，整理券をお渡しします。

【海上自衛隊大湊音楽隊による音楽鑑賞会】
・日時 令和元年６月１９日（水）１０：００～１２：００ ・場所；長者小体育館
・鑑賞料金は無料 ・当日９：３０から９：４５までに体育館玄関からお入りください。
・連絡先；長者小教頭 後藤 電話２２－０５６４ ・整理券受付は５月３１日（金）までです。
＊未就学児のご鑑賞はご遠慮ください。

★★★★★ 〈令和元年度 ＰＴＡ役員の紹介〉 ★★★★★
４月１９日（金）のＰＴＡ総会において，令和元年度の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：梅田千絵理，舘山雅代
◇ＰＴＡ書記 ：杉本裕恵，番沢聡美，桑野香苗，大橋夕佳里
◇ＰＴＡ会計 ：赤波江陽子，佐々木弘美

＜ＰＴＡ各委員会委員長の紹介＞
○総務委員会委員長 ：三浦修子
○ベルマーク委員会委員長 ：佐藤洋美
○交通安全母の会委員長 ：黒澤水無子
○広報委員会委員長 ：馬場美穂子
○校外生活安全委員会委員長：小笠原祐子
○愛好会後援会会長 ：佐藤洋美
○１学年委員長：笠井睦美 ○２学年委員長：大久保真美 野上真琴
○３学年委員長：福島知慧 ○４学年委員長：中野渡久美
○５学年委員長：菅原鉄也 ○６学年委員長：松井友弘


