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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 ＞

「あいさつで 笑顔と友達 いっぱいだ」

校 長 嶋 脇 郁 夫

職員玄関を入って左側，技能主事室の隣の壁に，児童会のテーマが貼ってあります。今年の

テーマは「あいさつで 笑顔と友達 いっぱいだ」です。このテーマは，各学級で話し合った

事をもとに代表委員会で決めたものです。ですから，各学級の思いを生かし，子供たち一人一

人の願いが込められたテーマです。テーマの下の部分に，ハッピーカードを貼るスペースがあ

ります。ハッピーカードとは，友達にしてもらってうれしかったことを○○さんへとメッセー

ジにしたカードです。このカードの内容は，給食時間の放送でも紹介されます。

○○さんへ

「いつも遊んでくれてありがとう」

「いつも声をかけてくれてありがとう」

「マラソンいっしょに走ってくれてありがとう」

「勉強を教えてくれてありがとう」

「サッカーを教えてくれてありがとう」

など，誰かを喜ばせたいというより，何気ない一言や態度が主な内容です。それでも，声を

かけてもらった子はとてもうれしく元気になり，そして笑顔になったのだと思います。自分が

元気いっぱいの時も，声をかけてもらえばうれしいのですが，ちょっとへこんでいるときは，

うれしさも倍増だと思います。特別なことではなく，何気ない温かな一言や態度が，笑顔の源

になっているのだということを実感させら

れます。

毎年，２学期スタート時点ではまだ，た
くさんカードを貼るスペースがありますが，
３学期には，カードで埋め尽くされ，貼る
ところがなくなってしまいます。それだけ，
友達との関係の中で笑顔がいっぱいになっ
たということだと思います。友達の力の大
きさも強く感じることができます。
これからも「笑顔いっぱいの学校」をつ

くるために，教師や子供，そして保護者の
皆さんのホッとする一言を大事にしていき
たいものです。

【たくさんのハッピーカードが貼られています。】

 

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 
 



１ 日 １６ 月

２ 月 手づくり弁当の日 ４年校外学習 １７ 火 校内音楽会準備 ＡＬＴ来校

長者中グッジョブウィーク（～５日） １８ 水 校内音楽会 音楽朝会

３ 火 音楽会準備 読み聞かせ（中学年） １９ 木

ＡＬＴ来校 ２０ 金 音楽会準備

４ 水 ３時間授業 給食あり １２：４５頃下校 ２１ 土 音楽会

講話朝会 ２２ 日

５ 木 口座振替日 学校教育課訪問 ２３ 月 10 月 21 日の振替休業日

計算テスト クラブ活動 ２４ 火

６ 金 市内お話弁論大会（新井田小） ２５ 水 ３時間授業 給食あり

７ 土 １２：４５頃下校 表彰朝会

８ 日 ２６ 木 委員会活動 おはなし会

９ 月 体育の日 ２７ 金 校外学習（６年） 校外学習（１年）

１０ 火 ＡＬＴ来校 スクールカウンセラー和山先生来校

１１ 水 音楽朝会 ２８ 土

１２ 木 ベルマーク収集日 ２９ 日

１３ 金 スクールカウンセラー和山先生来校 ３０ 月 第２回地域学校連携協議会

１４ 土 ３１ 火 校内マラソン大会 ＡＬＴ来校

１５ 日 読み聞かせ（高学年）

☆スクールカウンセラー和山先生は，１３日（金）と２７日（金）の午後に来校します。

☆１０月４日（水）と１０月２５日（水）は先生方が小教研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。
４月に配付された年間行事予定表では，給食なし となっておりますが，給食ありに変更します。

☆１０月からの児童帰宅時刻（家に入る時刻）は， 午後５時までとなります。

【躍動する長者っ子 愛好会活動，市内陸上で大活躍！】
＊相撲愛好会
［第１５回栃の海杯少年相撲大会］
・団体戦 小学校の部 第３位 長者小学校Ａ（金濱修太朗，佐々木瞭，田中智宏）
・個人戦 小学校４年生の部 敢闘賞 小山内幸弥さん

小学校５年生の部 第３位 佐々木瞭さん
敢闘賞 川口正太郎さん

小学校６年生の部 敢闘賞 田中智宏さん
［第４３回県南学童親善相撲大会・第１２回女子相撲大会］
・男子個人戦 ２年生の部 第３位 冨田清悟さん
・女子個人戦 ３年生の部 優 勝 栁谷真生さん

［第２０回第４２代横綱鏡里杯相撲大会］
・団体戦の部 第３位 田中智宏さん 小山内幸弥さん 田村優雅さん

大久保暁斗さん 原 遼太さん
・４年生個人戦の部 第２位 小山内幸弥さん
・６年生個人戦の部 第１位 田中智宏さん

［第１６回青森県女子相撲大会］
・個人戦 ３・４年生の部 敢闘賞 冨田ひよりさん
・個人戦 ３・４年生の部 敢闘賞 栁谷 真生さん

＊第５５回八戸市内陸上競技会
・男子１００ｍ３組 第３位 千葉敦也さん ・女子１００ｍ３組 第２位 髙橋一花さん

・女子１００ｍ４組 第３位 畑井梨南さん
・男子２００ｍ４組 第３位 川口正太郎さん ・女子２００ｍ３組 第１位 成田ななこさん
・男子４００ｍ４組 第３位 佐々木大輝さん ・女子４００ｍ３組 第３位 名久井茉音さん

・女子８００ｍ１組 第３位 磯野菜々子さん
・男子走り高跳び１組 第５位 松井李玖都さん ・女子走り高跳び１組 第１位 渡邉美桜さん
・男子走り幅跳び１組 第４位 高屋敷伊佐さん ・女子走り幅跳び１組 第２位 金屋 耀さん
・男子走り幅跳び２組 第５位 番沢立樹さん ・女子走り幅跳び２組 第４位 金屋 燈さん
・男子 4 × 100 ｍリレー２組 第３位 長者小 ・女子 4 × 100 ｍリレー２組 第２位 長者小



★★★★★ ★★★★★

１．日 時 平成２９年１０月２１日（土）
９：００ ～ １１：３０

※ 振替休業日は１０月２３日（月）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。

■晴天の場合，校庭を駐車場としてお使いください。

☆正面玄関前は来賓用駐車場となります。
☆雨天の時は，お車でのご来校をご遠慮ください。

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。保護者の皆さま，地域の皆さま

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 ２０１７」を開催いたします。子供たち・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。

今年度は昨年度まで行っていた，「オープニングセレモニー」と「子供ふれあいコーナー」の時間をなくし

「ＰＴＡふれあいコーナー」のみ実施致します。

つきましては，ご家族皆さまでおいでになり，子供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 平成２９年９月２４日（日）１０：１０～１３：００

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。）

※ 昨年度まで行っていた「オープニングセレモニー」と

「子供ふれあいコーナー」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

③10:10 ～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３・第４学習ルーム

☆ 遊びコーナー ･･･ 第１・第２学習ルーム

☆ ミニコンサート ･･･ 体育館ステージ

・合唱愛好会 11:30～11:45

・吹奏楽愛好会 12:00～12:30

④ 13:00～ 後片付け（５・６年生）
⇒５・６年生は14:00頃下校

ふれあいまつり２０１７のご案内

演奏途中は入場できません。

お早目にお越しください。

「児童預かりコーナー」を設けません。

子供たちを各コーナーでお手伝い

させたり、一緒に楽しんだり、工夫を

して過ごされますようお願いします。

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



【９月の主な教育活動の紹介】

・焼き板クラフト，いかだ作りなど，グループ全員の協力

が必要な活動にたくさん取り組みました。写真はグルー

プで作ったいかたを全員でこいでいる様子です。なかな

か前へ進まなかったり，方向転換がうまくいかなかった

りしましたが，友達と力を合わせて活動した思い出は，

一生忘れられないものになることでしょう。

・プール管理人の根城一さんが，プールをしっかり管理し

ていただいたおかげで，子供たちも安心してプールに入

ることができました。子供たちがいつでもプールに入れ

るよう雨の日も，風の日も，暑い日も，寒い日もしっか

り管理していただきました。本当にありがとうございま

した。

・東運動公園に市内の陸上選手が集まり，健脚を競い合い

ました。本校からも５・６年の子供たちが多数参加し，

他校の選手に負けず全力で競技に参加しました。強い秋

の日差しの中，たくさんの選手が入賞しました。また，

応援態度や待っているときの態度もすばらしく選手とし

ての自覚を感じました。

プール納め（９月６日）

市内陸上記録会（９月８日）

宿泊学習（８月３１日～９月２日）

・８月２６日（土）プール周辺の草刈りやフラワーロ

ードの草取りなどをボランティアの皆さまが行って

くださいました。お陰様で大変美しく整備されまし

た。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。

石山洋一さん 大久保明さん 中村修さん

中里かず子さん 西舘静子さん 久保田裕子さん

伊藤志保さん

・また，９月３日（日）地域の多くの皆さまからご協

力をいただき，校庭の草刈りを行っていただきまし

た。校庭が大変美しく整備されました。朝早い時間

から本当にありがとうございました。

ありがとうございました。
。


