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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
いよいよオリンピックイヤーである令和２年がスタートしました。今年も子どもたちがめあてをも

って，進んで学ぶ学校，保護者・地域の皆様とともに子どもの成長を喜び合える学校づくりを進め

てまいりたいと考えています。よろしくお願いいたします。

今年の干支の組み合わせは【庚子】（かのえ，ね）です。【子】は，植物の種の中に新しい生命

が生まれてくる状態を指し，【庚】（かのえ）は杵を両手で持ち上げる様子や植物の生長が止まっ

て新たな形に変化しようとする様子を表したものだそうです。「庚子」は，新たな物事が起こり，新

たな形に変化する状態，言い換えると，今年は，「何か新しいことに挑戦するのにふさわしい年」と

言えるかもしれません。これまで培ってきた力を土台に，飛躍の１年となればと思っています。

さて，３学期の始業式には『３学期は学年のまとめとなる大切な学期です。ありがとうの５つの

ことで花丸となるようにみんなでがんばりましょう』と子どもたちと誓い合いました。

「あ」・・・あいさつ

「り」・・・理科大好き

「が」・・・我慢づよく

「と」・・・登下校の安全

「う」・・・うれしかったこといっぱい

「ありがとう」・・・ の１年間にしましょう。

子どもたちは３学期をどう過ごしていくか，その様子を楽しみに見届けたいと思っています。

この１年が実り多き年となりますように教職員一同精一杯努めてまいります。本年もご支援とご協

力をよろしくお願い申し上げます

 

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 土 １５ 土
２ 日 １６ 日
３ 月 朝の読み聞かせ（高学年） １７ 月 えんぶりの日
４ 火 計算テスト ３年お話会 ベンさん来校 １８ 火 朝の読み聞かせ（低学年） ベンさん来校
５ 水 口座振替日 全校朝会（委員会活動発表） えんぶり鑑賞会（常番町）

５・６年生スケート教室 １９ 水 ３～６年生校内スケート大会（ＹＳアリーナ
（ＹＳアリーナ13:30～１４：３０） 9:00～12:00 １・２年生は学校で授業）

６ 木 ベルマーク収集日 ２０ 木 おはなし会
令和２年度新入生保護者説明会14:00～ ２１ 金 漢字テスト ＡＬＴベンさん来校

７ 金 ＡＬＴベンさん来校 ２２ 土
８ 土 ２３ 日 天皇誕生日
９ 日 ２４ 月 天皇誕生日振替休日
１０ 月 朝の読み聞かせ（中学年） ２５ 火 ＡＬＴベンさん来校
１１ 火 建国記念の日 ２６ 水 音楽朝会 参観日
１２ 水 表彰朝会 代表委員会 ２７ 木 長者中学校新入生ガイダンス（６年）
１３ 木 委員会活動（組織会） おはなし会 おはなし会
１４ 金 ４年八幡馬絵付け体験10:00～12:00 ２８ 金 ６年生を送る会

スクールカウンセラー和山先生来校 スクールカウンセラー和山先生来校
11:30～14:30 ＡＬＴベンさん来校 11:30～14:30 ＡＬＴベンさん来校

２９ 土

＊スクールカウンセラー和山先生は2月１４日（金）と28日（金）の11:30～14:30に来校されます。

【寒さに負けずがんばる長者っ子 各種大会，コンクールで大活躍です。】
＊文集「はちのへ」小学校編第６６号 ＊全日本アンサンブルコンテスト
【表紙の部 入選】 ４年 杉本和哉さん 第４４回青森県大会 小学校の部

・杉本和哉さんの絵が文集「はちのへ」の ・金賞 長者小学校クラリネット四重奏
表紙となります。おめでとうございます。 名古屋美優さん 吉田莉央さん

板橋陽菜さん 前田七生さん
＊第38回全国児童画コンクール
・優秀賞 5年 長野哲大さん ・銀賞 長者小学校金管五重奏
・入 選 1年 田島海奈美さん 小林凜さん 川口慶治さん 黒澤宙さん

3年 佐藤 聖さん 平河内海晴さん 名古屋聡太さん
3年 古里一心さん
6年 小幡紘子さん ＊第３４回三浦安男記念スピードスケート競技会

・小学男子３・４年生の部
＊令和2年新春「はちのへ郷土かるた大会」 ３００ｍ 第３位 ４年 坂本哲哉さん
・１学年の部 第２位 相模百音さん 第５位 ３年 藤原大樹さん
・２学年の部 第３位 洞内 杏さん ５００ｍ 第３位 ４年 坂本哲哉さん
・４学年の部 第２位 金濵のぞ美さん １０００m 第２位 ４年 坂本哲哉さん
・５学年の部 第２位 坂 慶人さん 第５位 ３年 藤原大樹さん

・小学女子３・４年生の部
＊第４１回青森県スポーツ少年団フェスティ ３００ｍ 第２位 ３年 村上 梢さん
バルスケート競技会 第４位 ４年 番沢穏穂さん

・３年男子５００ｍ 第１位 藤原大樹さん 第５位 ４年 佐々木海空さん
・３年女子５００ｍ 第３位 村上 梢さん ５００ｍ 第５位 ３年 村上 梢さん
（⇒大会新記録です。梢さんおめでとう！） １０００m 第４位 ３年 村上 梢さん
・４年男子５００ｍ 第５位 坂本哲哉さん 第６位 ４年 番沢穏穂さん
・４年女子５００ｍ 第３位 番沢穏穂さん ・小学男子５・６年生の部
・５年男子５００ｍ 第２位 竹花 優さん ５００ｍ 第３位 ５年 竹花 優さん
・５年男子１０００ｍ 第２位 竹花 優さん 第６位 ６年 堀 光宏さん
・６年男子５００ｍ 第５位 堀 光宏さん １０００ｍ 第２位 ５年 竹花 優さん
・６年男子１０００ｍ 第５位 堀 光宏さん １５００m 第２位 ５年 竹花 優さん

第３位 ６年 堀 光宏さん
＊令和２年寒稽古納会大会（剣道） ・小学校対抗２０００ｍリレー
・４年生以下の部 優勝 ４年 池田 光さん 第２位 藤原大樹さん 坂本哲哉さん

竹花 優さん 堀 光宏さん
＊第49回青森県フィギュアスケート選手権大会
・女子Ｅクラス 第１位 ３年 山形彩織さん


