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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 ＞

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
本年も笑顔あふれる学校づくりに努めてまいります。
昨年以上にご厚情を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

継 続 は 力 な り
校 長 嶋 脇 郁 夫

新年明けましておめでとうございます。年末年始は穏やかな天気の中，家族団らんで
楽しく過ごされたご家庭も多かったのではないかと思います。始業式当日，朝の登校の
様子を見ても，みんな笑顔で明るいあいさつをしてくれました。冬休み中にしっかりと
心と体の充電ができた様子が伺え，うれしくなりました。まずは，子供たちの大きな事
故や非行もなく，３学期を迎えることができほっとしているところです。

１月 10 日（水）に八戸市青少年健全育成｢愛の一声」市民会議主催の「はちのへ郷土
かるた大会」が行われました。長者小学校は，団体戦を含めてすべての学年で第１位を
獲得することができました。この日の夜，連合ＰＴＡの役員の方々との懇談会がありま
した。その席上で，カルタ大会の話題が出ました。

・どの学年も圧倒的に強かったこと。
・集中力が素晴らしかったこと。
・読み札を聞いているときの構えが素晴らしいこと。
・反応が早く，札を取るスピードが速いこと。

など，大変驚いている様子でした。「この大会のために特別な指導をしているのです
か。」という質問も飛び出すなど，大会を見ていた方は，相当な驚きだったようです。

本校では，３学期はじめに校内百人一首大会を行っています。その練習のために朝の
時間を使って練習をしています。百人一首を好きな子供たちも多く，練習の時間の集中
力は素晴らしいものがあります。郷土カルタと百人一首は全く別のものですが共通点も
あります。このようにして考えると，やはり「継続は力なり」だということを実感しま
す。その場しのぎで努力しても，いい結果には繋がらないということです。このことは，
参加した他校の PTA 会長さんの感想でもありました。

３学期はあっという間に過ぎていきます。残された２ヵ月を子供たちが漫然と過ごす
のでななく，学習や生活の仕方に目標をもち，こつこつと努力するかどうかで，進級に
向けての準備に大きな差が出てくると思います。学校と家庭で力を合わせて，見守って
いきたいものです。今年もまた，子供たちの健やかな成長のためにご支援とご協力をよ
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

３年２組学級担任変更のお知らせ

育児休業中だった階上明子の復帰に伴い，１２月２７日

（水）より３年２組の担任が階上明子（はしかみあきこ）

に変更となります。これまでと変わらぬご支援，ご協力の

程よろしくお願い致します。



1 木 クラブ活動（見学会） 16 金 大清掃（ワックスがけ）

2 金 スクールカウンセラー和山先生来校 17 土

3 土 18 日

4 日 19 月 えんぶり鑑賞会（糠塚） 物品移動

5 月 口座振替日 20 火 読み聞かせ（中学年） ピーターさん来校

6 火 校内スケート大会 ピーターさん来校 21 水 講話朝会

7 水 全校朝会（委員会活動発表） ３年おはなし会 22 木 ６年生を送る会 クラブ活動（反省会）

8 木 計算テスト 委員会活動 代表委員会 おはなし会

おはなし会 23 金 漢字テスト ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校

9 金 平成３０年度入学新入生保護者説明会 24 土

10 土 25 日

11 日 建国記念の日 26 月

12 月 振替休日 27 火 参観日 幼保小懇談会 読み聞かせ（低

13 火 ＡＬＴピーターさん来校 学年） ＡＬＴピーターさん来校

14 水 表彰朝会 28 水 音楽朝会

15 木 ベルマーク収集日 ４年親子学習会 ■スクールカウンセラー和山先生は，２月２日（金）

委員会活動（組織会） おはなし会 と２月２３日（金）に来校されます。

学習のまとめ週間による下校時刻変更のお知らせ（１２月にお知らせした内容の再掲です。）
※これまでの学習の復習・補充を行い学習内容の定着を図る週間になりますのでご協力ください。

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生
２２日(月) １５：１０頃 １５：５０頃
２３日(火) １５：１０頃 １５：５０頃
２４日(水) １５：００頃
２５日(木) １５：１０頃 １５：５０頃
２６日(金) １５：１０頃 １５：５０頃
２９日(月) １５：１０頃 １５：５０頃
３０日(火) １５：１０頃 １５：５０頃

【寒さに負けずがんばる長者っ子 各種大会，競技会 で大活躍です。】
＊平成３０年新春はちのへ郷土かるた大会 ＊第３２回三浦安男記念スピードスケート競技会
・団体の部 第１位 長者小学校 ・小学男子１２年生の部１００ｍ 第１位 坂本哲哉さん
・１学年の部 第１位 山本皐太さん ・小学男子１２年生の部３００ｍ 第１位 坂本哲哉さん
・２学年の部 第１位 佐々木優華さん ・小学男子１２年生の部５００ｍ 第１位 坂本哲哉さん
・３学年の部 第１位 金澤凛音さん ・小学女子１２年生の部１００ｍ 第１位 村上 梢さん
・４学年の部 第１位 木村優作さん ・小学女子１２年生の部１００ｍ 第２位 佐々木海空さん
・５学年の部 第１位 助川琥太郎さん ・小学女子１２年生の部３００ｍ 第１位 村上 梢さん
・６学年の部 第１位 金屋 耀さん ・小学女子１２年生の部３００ｍ 第３位 佐々木海空さん
＊第３９回青森県スポーツ ・小学女子１２年生の部５００ｍ 第１位 村上 梢さん

フェスティバルスケート競技会 ・小学男子３４年生の部３００ｍ 第６位 堀 光宏さん
・４年男子５００ｍ 第５位 堀 光宏さん ・小学男子５６年生の部５００ｍ 第３位 村上雄太さん
・５年男子５００ｍ 第１位 村上雄太さん ・小学男子５６年生の部５００ｍ 第４位 番沢立樹さん
・５年男子５００ｍ 第２位 齊藤壮希さん ・小学男子５６年生の部５００ｍ 第４位 佐々木大輝さん
・５年男子５００ｍ 第４位 阿部圭汰さん ・小学男子５６年生の部1000ｍ 第５位 番沢立樹さん
・６年男子５００ｍ 第４位 西村哲央さん ・小学男子５６年生の部1000ｍ 第６位 齊藤壮希さん
・５年男子1000ｍ 第１位 村上雄太さん ・小学男子５６年生の部1500ｍ 第２位 村上雄太さん
・５年男子1000ｍ 第２位 齊藤壮希さん ・小学生の部チームパシュート 第１位 ﾁｰﾑﾚﾓﾈｰﾄﾞ
・５年男子1000ｍ 第４位 阿部圭汰さん 村上雄太さんがこのチームに参加しています。
・６年男子５００ｍ 第５位 戸館駿晟さん ・小学生の部チームパシュート 第２位 チーム頂上
・６年男子５００ｍ 第６位 番沢立樹さん 齊藤壮希さんがこのチームに参加しています。
・６年男子1000ｍ 第５位 西村哲央さん ＊第４９回県南体操競技・新体操選手権大会体操競技
・６年男子1000ｍ 第６位 戸館駿晟さん Ｓクラス 高学年 個人総合 第６位 番沢立樹さん

＊第３４回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
弦楽器部門 小学生高学年の部で川口修治さんが
本選を合格し全国大会に出場します。



書き損じはがき提供のお願い

八戸市連合ＰＴＡから，未投函や書き損

じのはがき・年賀はがきの提供依頼がきて

います。ご協力をお願いします。

提出先；長者小学校教頭まで

締切は，平成３０年２月２０日(火)です。


