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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
爽やかな風が吹き渡り，校庭の銀杏が黄金色の輝きを増し，実りの秋を感じる頃となりました。
夏休みが終わって二学期がスタートして，１週目が過ぎました。子どもたちが暑さに負けることなく，また

交通事故や水難事故に遭うこともなく，元気に登校できたことを大変うれしく思っています。夏休み期間中，
ご家庭で，地域で子どもたちを見守り，ご指導くださいましたことに深く感謝申し上げます。
さて，今回の夏休みの出来事として特筆することが２つあります。１つは本校へ日本相撲協会の鳴戸勝紀

親方（元大関琴欧洲関）が来校されたこと。もう１つは野球部や吹奏楽部の東北大会県大会出場への取組
をはじめとした各愛好会活動の活躍です。監督，コーチの方を始め子どもたちをご指導，見守りくださいまし
た皆様には大変お世話になりました。本校の子どもたちにとっ
て，学校以外でも体を鍛えるよい機会であり，よい心の財産がで
きました。｢地域とともに子どもは育つ」ともいわれます。子どもた
ちは，心身ともに，また一段と成長したものと思います。
さて，これからの季節は「読書の秋」「スポーツの秋」「芸術の

秋」といわれるように，夏の暑さが終わり，学習や運動に最も適
しています。一時間一時間の授業を大切にし，学習したことをし
っかり着実に身につけさせるように努めていきたいと思います。
さらに，ふれあいまつりや音楽会など楽しい活動や行事がた

くさんあります。教育活動一つ一つに一生懸命取り組むことによ
り，一人一人がもっているよさや力を引き出し，伸ばし，子どもた
ちが成長を実感できる実り多い２学期にしたいと考えています。
今学期もこれまで同様，保護者そして地域の皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。

～令和元年度 小中学校における食育活動支援事業～

子供たちが自らの感覚や体験を通して，自然の恵みとしての食材や食
の循環・環境への意識，食にかかわるすべての人々の感謝の気持ちが育
つことを目的に，八戸市教育委員会の協力のもと，学校園で野菜を育て
ています。夏休み前に５・6年生が植えた大根，にんじんが夏の日差しを
浴びて大きく葉を伸ばしています。

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 
 



＊9月8日（日）に長者小学校校庭（雨天時体育館）で長者地区区民運動会が午前9時30分より行われま
す。町内ごとに分かれ，趣向を凝らした楽しい競技に参加します。ご都合をつけてご家族で参加してみて
はいかがでしょうか。

＊４月に配付した年間行事予定表では１１月１２日（火）が就学時健康診断希望日と記載されていま
したが，就学時健康診断が１１月５日（火）に正式に決定しました。

１１月 ５日（火） ⇒ 就学時健康診断 ３時間授業 給食なし
１１月１２日（火） ⇒ 通常の火曜日の校時 給食あり となります。

＊６年２組担任 髙橋裕介教諭 が八戸市教員国内研修派遣者となり，９月２日（月）から９月１３日
（金）まで埼玉県内の小学校で研修することになりました。

【～表彰者一覧～ 元気いっぱい長者っ子 夏休み中も大活躍です！】
＊全日本吹奏楽コンクール第61回青森県 ＊八戸市内小学生親善相撲長者大会
大会 ・金賞 八戸市立長者小学校 ・団体戦 第１位 長者小学校Ａ

（大久保暁斗さん 小山内幸弥さん 田村優雅さん）
敢闘賞 長者小学校Ｂ

（栁谷真生さん 松橋琉希さん 冨田清悟さん
早狩洸祐さん）

・個人戦６年の部 第２位 小山内幸弥さん
第３位 田村優雅さん

＊第４８回八戸市スポーツ大会 ・個人戦５年の部 第２位 栁谷真生さん
・相撲団体の部 優勝 長者スポーツ少年団Ａ ・個人戦４年の部 第１位 松橋琉希さん
（大久保暁斗さん 小山内幸弥さん 田村優雅さん） 敢闘賞 冨田清悟さん

・ちびっ子相撲の部 第２位 早狩洸佑さん
第３位 柏木翔吾さん
敢闘賞 川口晴恵さん

※前号で優勝をお知らせしておりましたが ，東
北大会出場をお伝えしておりませんでした 。
大変申し訳ございませんでした。

1 日 青少協スポーツ教室9:00～12:00 16 月 敬老の日
2 月 朝の読み聞かせ（中学年） 17 火 避難訓練（全学年） ＡＬＴベンさん来校
3 火 着衣泳 ＡＬＴベンさん来校 朝の読み聞かせ（高学年）
4 水 全校朝会（プール納め）八戸東高校ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ 18 水 表彰朝会
5 木 口座振替日 ベルマーク収集日 19 木 委員会活動 おはなし会

２年校外学習 ６年食の指導 クラブ活動 20 金 ５・６年ふれあいまつり準備 漢字テスト
愛好会連絡調整会議18:30～ ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校11:30～14:30

6 金 市内陸上競技会 臨時全校朝会（統計発表）ＡＬＴベンさん来校
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校11:30～14:30 21 土 ふれあいまつり準備作業（ＰＴＡ）

7 土 22 日 ふれあいまつり（全学年）
8 日 長者地区区民運動会（本校校庭9:30～） 23 月 秋分の日
9 月 朝の読み聞かせ（低学年） 24 火 ９月２２日の振替休業日
10 火 市内陸上競技会予備日 ＡＬＴベンさん来校 25 水 全校朝会（お話弁論大会発表）
11 水 ５年宿泊学習１日目 26 木 ６年統計調査員大会 ３年校外学習
12 木 ５年宿泊学習２日目 おはなし会 おはなし会 クラブ活動
13 金 ５年宿泊学習３日目 ＡＬＴベンさん来校 27 金 ６年音楽会準備 2年動物ふれあい指導
14 土 お話弁論大会（白山台小）
15 日 青少協スポーツ教室9:00～12:00 ＡＬＴベンさん来校

28 土 ゆりの木保育園運動会（午前 本校体育館)
■スクールカウンセラー和山先生は９月６日（金）と 29 日 青少協スポーツ教室9:00～12:00
９月２０日（金）の11:30～14:30に来校します。 30 月 ５年音楽会準備 朝の読み聞かせ（中学年）



＊八戸歯科医師会主催 よい歯と口の健康賞受賞者１３３名の皆さんが表彰されました。
おめでとうございます！

［ １年生 ］
福島明輝さん 岡本 蒼さん 下田絢太さん 大南英仁さん 藤田 遥さん
福沢麗愛さん 髙山胡桃さん 村本篤哉さん 根市 蓮さん 板橋東義さん
高橋信仁さん 西塚帆乃華さん 野坂菜央さん 豊巻莉渚さん 山田ゆず季さん
庄司有希さん 齋藤ひいろさん 馬場智崇さん 土屋恭輔さん 溝江蒼馬さん
東 諒哉さん 佐々木環玖さん 笠井真優さん 天内咲良さん 大南徳子さん

［ ２年生 ］
中田響樹さん 堰合 誉さん 小野優成さん 小笠原快さん 川守田篤杜さん
山﨑望睦さん 助川琥珀さん 諸星優菜さん 大久保結衣さん 竹花 凜さん
福井菜々美さん 山木悠生さん 前田篤志さん 大久保陽翔さん 柿本創祐さん
佐藤颯羽さん 田端源眞さん 北田真麻さん 内城真尚嘉さん 泉谷和花さん
下田心花さん 佐藤由実さん

［ ３年生 ］
三國琥太郎さん 戸 新さん 工藤大芽さん 池田 晟さん 早狩洸佑さん
稲垣奏輔さん 神 大耀さん 佐々木ゆう莉さん 山形彩織さん 橋本真緒さん

［ ４年生 ］
松橋璃來さん 横道 丈さん 黒澤 宙さん 川口晄英さん 中山望心さん
簗部未優さん 番沢穏穂さん 前田七生さん 南 莉杏さん 冨田千楓里さん
山田朔楽さん 柳町虹胡さん 谷川 凜さん 山本心美さん 鈴木 陽さん
大南裕也さん 冨田清悟さん 坂本哲哉さん 三浦優毅さん 古里みりさん
根城美月さん 佐々木海空さん 大久保良彩さん 亀本悠心さん 西塚百花さん

［ ５年生 ］
井上那樹さん 和山龍青さん 皆川瑛太さん 中田雄樹さん 佐々木心悠さん
川瀬莉子さん 嵯峨千晶さん 根市結愛さん 佐藤 来さん 沼尾智勇さん
池田 釉さん 粂 啓太さん 大久保蒼桜さん 長谷川真乙さん 長谷川瑠泉さん
佐々木桃花さん 榊 麗生さん 小坂真央さん

［ ６年生 ］
清原大誠さん 小山内幸弥さん 泉山幹太さん 佐々木蒼空さん 木村優作さん
土屋鉄平さん 平河内海晴さん 田村優雅さん 田守柊雲さん 内田美咲さん
山木菜生さん 山田菜々香さん 村上由嬉乃さん 名古屋美優さん 福田真生さん
板橋陽菜さん 下妻柚月さん 古里みるさん 三浦和香那さん 舘侑生さん
泉山 蓮さん 大久保暁斗さん 髙屋敷有真さん 名古屋聡太さん 髙橋倫人さん
高森大和さん 岩間夢奈さん 長岡一嬉さん 佐藤亜祐美さん 池川琴葉さん
小幡紘子さん 松井小春さん

校内相撲大会

７月の主な教育活動の紹介

７月１１日（木）と１２日(金)の２日間
にわたって，校内相撲大会が開催さ
れました。今年度で１４回目となります。
今年も行司を公式審判員の黒澤萬吉
様にお願いしました。
友達や保護者の皆様からの大きな
声援を受け，手に汗握る取組が続きま
した。最後まで勝負がわからない大熱
戦が多く，また，勝ち負けに関係なくし
っかりあいさつするなど礼儀正しい行
動も多く見られました。
長者相撲愛好会の皆様，黒澤様，
まわしつけをお手伝いいただきました
保護者の皆様，応援のために駆けつ
けてくださいました多くの方々にお礼
を申し上げます。



～大変暑い中，たくさんのご協力をありがとうございました。～
＊今年は大変暑い日が続きましたが，たくさんの保護者の皆さまからご協力をいただき，夏休み中１３日間
プールを開放し，のべ２，０３６人の子供がプールを利用することができました。子どもたちがたくさんプー
ルを利用することができましたのも，プール管理人の 根城一 様 をはじめ，保護者の皆様のご協力のお
かげです。ご多用の中，子供たちのために本当にありがとうございました。

＊７月１０日（水）フラワーロードの環境整備に多くの皆様からご協力をいただきました。お陰さまで，フラワ
ーロードの花々も暑さに負けず美しく咲き誇っています。ご協力をいただいたボランティアの皆さまは次の
とおりです。お忙しい中，本当にありがとうございました。
犹守純可 様 西舘静子 様 大久保幸子 様 吉田文子 様 中村幸子 様 照井祐子 様
下田良子 様

＊７月１７日（水）中庭にある学校園の耕起や畝作りにご協力をいただきました。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様は次のとおりです。
大久保幸彦 様 小渡定夫 様 田畑賢造 様 大 織依 様

ふれあいバザー出品のお願い
ふれあいまつりが，９月２２日（日）に開催されます。その際「ふれあい
バザー」に出品する品物を今後集める予定です。
ご家庭に眠っている品物がありましたら，多少にかかわらず，寄贈をお

願いいたします。詳しい内容については，後日PTAより配付のお手紙で
お知らせいたします。

さようならアンドリュー先生
１年間ＡＬＴとして外国語活動を支えて
くださったアンドリュー先生が７月でカナ
ダに帰ることになりました。お別れの式で
は，アンドリュー先生との別れを惜しんで
いる子がとても多く見られました。これま
でとても優しくていねいに英語を教えてく
ださったアンドリュー先生。新天地での活
躍を期待しています。
２学期からは，新しいＡＬＴベン先生

（イギリス出身）が子どもたちに外国語を
教えてくださいます。

マイブッククーポンはご使用になりましたか？

八戸市では市内全小学生に，２０００円相当のマイブッククーポン
を配付しています。今年度は配付日から９月３０日までがマイブック
クーポン（本の購入期限）の使用日となっております。自ら本を選び
購入する体験を通して，読書に親しむ環境を作ることなどを目的とし
ています。昨今，読書の大切さが，様々な面から注目されています。
ぜひ，この機会を利用してマイブッククーポンで本を購入しましょう。


