
八戸市立長者小学校 学校だより 令和元年度 第６号 令和元年９月19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

どの学校でも日直や給食・清掃，係活動，委員会活動など，学級や学校の一員としての，役割
を経験する機会があり，運動会や音楽会など，みんなで協力して目標達成を目指す様々な学校行
事に取り組んでいます。これらが特別活動です。
近年では「日本型教育」の代名詞「Tokkatsu」として海外からも注目

されており，エジプト政府では自国の小学校に日本式教育を取り入れてい
るそうです。規律を大事にする日本の教育を参考にしようという試みで，
学級会など日本独自のカリキュラムに注目が集まっているそうです。
本校では特別活動に特に力を入れており，髙橋教諭を首都圏の先進校に

学ぶために研修派遣したり，市内の新採用の教員への示範授業を行ったり
するなど，教員の資質の向上に努めています。
特別活動では，集団活動や体験的な活動を行いながら，子供自身が課題

を見付け，適切な手順や方法により課題解決していく実践を通して，より
よい自分や学級・学校生活，人間関係を創り，共生社会でよりよく生きる力を育むことを目指し
ており「なすことによって学ぶ」ことが重視されています。例えば，
学級会 … 個人が自分の意見をいうだけでなく，みなで話し合ってよりよい結論を出す。
運動会 … 整列してみなで一緒に運動を楽しむ，団体種目など一致団結して成し遂げる競技

がある。
避難訓練 … みんなで一斉に安全対策をとり，整列して避難するなど集団行動を身につける。
（防犯）
給食 … 食事も学校で安価に提供され，給食当番などを児童が分担することで責任感が養

われる。
縦割り班 … 下学年は上学年を尊敬する気持ちをもち，上学年は思いやりとリーダー性が育つ。
本校でも，２学期に大きな学校行事が実施されます。行事だけでなく学級活動等の日常的な活

動も，１学期より深化・発展していきます。将来，子供たちが多様な他者と協働しながら，新し
い価値を生み出していくための主体性や創造性を育む教育活動として，大切にしていきたいと思
います。
子供たちの頑張りを支える大きな力となるご家庭での温かい言葉掛けや励ましを，どうぞよろ

しくお願いいたします。

自家用車による送迎に伴った交通事故が，学校敷地内や正門付近（ゆりの木通り）で発生

する危険性が高いと危惧しております。子どもたちの命を最優先に考えていただき，交通

事故防止についてご協力をお願いします。

 

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



１ 火 ＡＬＴベンさん来校 １４ 月 体育の日
２ 水 ３時間授業 給食あり １２：４５頃下校 １５ 火 ５・６年校内音楽会準備 ベンさん来校

講話朝会 １６ 水 校内音楽会
３ 木 委員会活動 １７ 木
４ 金 計算テスト ＡＬＴベンさん来校 １８ 金 ５・６年音楽会準備 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 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校11:30～14:30
５ 土 １９ 土 音楽会
６ 日 ２０ 日 青少協スポーツ教室9:00～12:00
７ 月 手づくり弁当の日 口座振替日 ２１ 月 教育相談（～11月5日）

朝の読み聞かせ（低学年） ２２ 火 天皇即位礼正殿の儀
８ 火 ＡＬＴベンさん来校 ２３ 水 ３時間授業 給食あり １２：４５頃下校

愛好会連絡調整会議18:30～ 表彰朝会
９ 水 音楽朝会 ２４ 木 ２年親子学習会 委員会活動 おはなし会
１０ 木 ベルマーク収集日 ２５ 金 音楽会振替休業日
１１ 金 ＡＬＴベンさん来校 ２６ 土
１２ 土 ２７ 日 青少協スポーツ教室9:00～12:00
１３ 日 ２８ 月

☆音楽会１０月１９日（土）の振替休日が１０月２５日 ２９ 火 校内マラソン大会 ＡＬＴベンさん来校
（金）になります。 ３０ 水

☆１０月２日（水）と１０月２３日（水）は先生方が小 ３１ 木 １年校外学習 クラブ活動 おはなし会
教研研究協議会に出席のため３時間授業 給食あり １２：４５頃下校となります

☆１０月から児童帰宅時刻（家に入る時刻）は， 午後５時までとなります。
☆スクールカウンセラー和山先生は，10月４日（金）と１８日（金）の11:30～１４：３０に来校します。

【入賞者の紹介 愛好会活動，発明くふう展，市内陸上で大活躍です！】
＊第50回青森県少年軟式野球大会八戸市予選 ＊第４８回八戸市児童生徒発明くふう展
・優 勝 長者ＢＢＣ ・デーリー東北新聞社長賞 ６年 鈴木美音絆さん
＊第１６回八戸市学童野球大会 ・金 賞 １年 齋藤芽愛さん ２年 福井菜々美さん
・優 勝 長者ＢＢＣ ６年 山木菜生さん
＊第１２回ベースボールスタジアム杯 ・銀 賞 １年 山上哲平さん ２年 山野下綾乃さん
学童軟式野球大会 ４年 三浦大地さん ５年 佐々木桃花さん
・優 勝 長者ＢＢＣ ６年 小田島志炉さん

・銅 賞 １年 長根巧隼さん １年 馬場智崇さん
１年 松井美織さん ３年 横内健成さん
４年 佐藤芹南さん ６年 清原大誠さん

＊第１７回栃ノ海杯少年相撲大会 ６年 田守柊雲さん
・個人戦の部 敢闘賞 １年 川口晴恵さん ・エコ賞 １年 小林優空さん ２年 山田悠惺さん

２年 大久保陽翔さん ６年 田村瑛梨さん
６年 小山内幸弥さん ＊第５７回八戸市内小学校陸上競技会

・個人戦女子高学年の部 第３位 ５年 栁谷真生さん ・男子１００ｍ 第４組 第３位 ５年 小笠原幸大さん
＊第４５回県南学童親善相撲大会, ・女子１００ｍ 第４組 第３位 ６年 小幡紘子さん
第１４回女子相撲大会 ・男子２００ｍ 第３組 第３位 ６年 類家吟治さん
・団体の部 第3位 長者小学校Ａ ・女子２００ｍ 第４組 第３位 ６年 長岡一嬉さん
（大久保暁斗さん 小山内幸弥さん 田村優雅さん） ・女子８００ｍ 第１組 第５位 ６年 下舘結心さん
・女子個人戦 1年生の部 優 勝 川口晴恵さん ・男子走り高跳び 第１組 第１位 ６年 木村優作さん
・男子個人戦 ３年生の部 第３位 早狩洸佑さん 第２組 第３位 ６年 髙屋敷有真さん
・男子個人戦 4年生の部 優 勝 松橋琉希さん ・女子走り高跳び 第１組 第６位 ６年 河村凜音さん
・男子個人戦 6年生の部 第3位 田村優雅さん ・男子走り幅跳び 第１組 第４位 ６年 名古屋聡太さん
＊第22回第４２代横綱鏡里杯相撲大会 第２組 第３位 ６年 大久保暁斗さん
・個人６年の部 第１位 小山内幸弥さん ・女子走り幅跳び 第２組 第４位 ６年 佐藤亜祐美さん

第３位 田村優雅さん ・男子４×１００ｍリレー 第２組 第１位 長者小学校
・小学校団体戦の部 第１位 長者小学校Ａ （木村優作さん 類家吟治さん
（大久保暁斗さん 小山内幸弥さん 田村優雅さん） 名古屋聡太さん 髙屋敷有真さん）

＊令和元年度暑中稽古納会大会（剣道） ＊第４８回八戸市スポーツ少年大会剣道競技
・４年生以下の部 第１位 ４年 佐々木海空さん ・小学生女子の部 第２位 ４年 佐々木海空さん
・５年生以上の部 第２位 ６年 高森大和さん ・小学生男子の部 第１位 ６年 高森大和さん

・小学生総合の部 第２位 ４年 佐々木海空さん



校庭の木々の葉も色付き始め，少し早い秋の訪れを感じるようになりました。保護者の皆様，地域の皆様に
は益々ご清祥のこととお喜び申し上げます｡
さて，下記の日程で「長者小ふれあいまつり２０１９」を開催いたします。子どもたち・保護者・地域の皆様と
各コーナーでふれあいを深め，地域に開かれた学校として，教育活動及びＰＴＡ活動へのご理解ご支援を賜
ることを願いに開催致します。
つきましては，ご家族皆様でおいでになり，子どもたちと共に楽しいふれあいのひとときを過ごしてください

ますようご案内申し上げます。

１ ねらい ＰＴＡのふれあいコーナーに参加することを通して，学校・保護者・地域の方々との温かな
ふれあいや相互の理解を深める場とする。

２ 日 時 令和元年９月２２日（日）

① ～ 8:00 ・児童登校

② 8:45 ～ 9:35 ・なかよしウォークラ リ ー
（参観はありません。）

・10:05 ３・４年帰りの会後解散
・10:10 １・２年帰りの会後解散

③10:０0 ～13:00 ＰＴＡふれあいコーナー
※お子さんと一緒にふれあいまつりに参加される保護者の方は１０時頃ま で に
お子さんの教室前廊下にお集まりください。
☆ 食 堂 ･･･ 体育館
☆ 喫茶コーナー ･･･ 体育館
☆ ふれあいバザー ･･･ 第2学習ルーム・第3学習ルーム
☆ 遊びコーナー ･･･ 会議室・第2家庭科室
☆ ミニコンサート ･･･ 体育館ステージ 合唱愛好会 11:15～

吹奏楽愛好会 12:00～
④ 13:00～ 後片付け（５・６年生）⇒ ５・６年生は14:00頃下校

新しいＡＬＴベン先生

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。今年度も配付
日から９月３０日（月）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。

ふれあいまつり２０１９のご案内

９：５０開場です。

保護者と地域の皆様の入口は，

南玄関になります

新しいＡＬＴベン先生にインタビューしました。来日してまだわずかで
すが，いつもていねいに子供たちに外国語を教えてくださっています。

名 前；Benjamin zachariah Musgrave

出身国；イギリス
年 齢；２２歳
好きな食べもの；パスタ
好きな動物；ペンギン
好きな教科；理科
その他；サッカーと旅行が大好きです。よろしくお願いします。



１．日 時 令和元年１０月１９日（土）９：００ ～ １２：００
※ 振替休業日は１０月２５日（金）です。

２．場 所 長者小学校 体育館（開場８：３０～）
３．発表内容 全校合唱，合唱（１･３･５年生)，合奏(２･４･６年生)，

吹奏楽愛好会，合唱愛好会，市内お話弁論大会出場児童の発表。

【８月の主な教育活動などの紹介】

・８月１５日（木）鳴戸親方（元大関琴欧洲関）が長者小学校へ来校されました。相撲愛好会の子供たち
の練習を観ながら，わかりやすく的確なアドバイスを与えてくださいました。気軽にサインや写真撮影に
応じてくれるとても素敵な親方でした。お忙しい中，ご来校ありがとうございました。

・三沢航空科学館の方を講師としてお招きし，よく飛ぶ
紙飛行機の折り方を教えていただきました。親子で
楽しく作った紙飛行機は本当によく飛び，体育館は
子供たちのすてきな笑顔でいっぱいになりました。
ご多用の中，多数ご参加いただきまして本当にあり
がとうございました。

※前田妙子様よりたくさんの雑巾をご寄付いただきました。大切に使わせていただきます。本当にあり
がとうございました。

１年親子学習会（８月２８日）

鳴戸親方（元大関琴欧洲関）来校（８月１５日）

音楽会のご案内

黒澤 晃 様 鴨澤 諭 様 三國正人 様 前田辰也 様 照井祐子 様 大久保幸子 様
中村幸子 様 下田良子 様 金沢一雄 様 金沢栄子 様 西舘静子 様 前田妙子 様

※８月１８日（日）多くのボランティアの皆様からご協力をいただき，学校敷地内の草苅りや剪定作業
を行っていただきました。花壇や樹木が大変美しく整備されました。大変暑い中，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。

子供たちのためにありがとうございました。


