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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

１年生が育ててきたアサガオがたくさんの種をつけました。子どもたちは種集めに夢中です。学校の周り

の花壇でも，地域学校連携協議会環境整備部の皆様が，マリーゴールドやサルビアなどの草花からチューリ

ップの球根へと植え替え作業を行ってくださいました。学校のあちらこちらで冬への準備が始まっています。

２学期も残すところあと1ヶ月あまりとなりました。かけがえのない一人一人の子どもたちが，それぞれ

のよさを十分発揮することのできる学校づくりの実現に向け，全職員が一丸となって教育活動を進めている

ところです。

学校は何と言っても学ぶところです。一人一人に確かな学力をつけることは学校の使命です。子どもの立

場に立った「楽しく，わかる授業」に努めなければなりません。そのため，学校では一時間一時間の授業を

充実させることで学力の向上を図っています。八戸市教育委員会から講師をお招きしたり，東京大学や全国

の教育研究大会に出向いて専門家の講話や指導をいただいたりしながら教師の授業力向上に努めています。

子どもたちが楽しく学ぶためには，教師が専門家として力量を高めその責任を果たすとともに，家庭との

協力・連携も欠かせないところです。学校での学びだけではなく，大きな意味で，

大人になっても自ら学んでいくための土台をしっかりとしたものにするために

は，小学校時代に学校と家庭が力を合わせて家庭での学習習慣をつけ，子どもの

学びに対しての興味や関心を広げることが極めて大切であると考えています。

学校では，児童手帳「長小よい子」に学習のきまりや，家庭学習の内容や時間

について具体的に示し，理解と協力をお願いしてきました。こうした学校と家庭

が連携した取組の成果が，子どもたちが授業に集中する様子や意欲的に話し合う

姿に表れてきているように感じます。

これからも，学校と家庭がそれぞれの責任を共有するとともに，相互の信頼関

係を基盤にして，一人一人の子どもに「わかった！できた！身についた！」という経験を積み重ねながら，

自信の芽を育て，大きく実を結ばせていきたいと思います。

○学習をする時間をきちんときめましょう

○明日の学習の準備をする習慣をつけましょう

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 
 



1 土 15 土
2 日 16 日
3 月 17 月
4 火 ＡＬＴアンドリューさん来校 18 火
5 水 口座振替日 音楽朝会 19 水
6 木 ベルマーク収集日 クラブ活動 20 木 5時間授業【15:00頃下校】給食終了日

愛好会連絡調整会議18:30～ 21 金 二学期終業式 給食なし【12:00頃下校】
7 金 ４時間授業【14:00頃下校】 22 土

学校納入金監査14:00～ 23 日 天皇誕生日
8 土 24 月 天皇誕生日振替休業日
9 日 25 火
10 月 4時間授業【14:00頃下校】５年食の指導 26 水 小教研理科冬期講習会（本校会場；６年１組授業）

11 火 27 木
12 水 表彰朝会 28 金
13 木 おはなし会 図書整備 委員会活動 29 土
14 金 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校14:00～17:00 30 日

ＡＬＴアンドリューさん来校 31 月 大晦日

☆ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生は12月１４日の午後に来校します。

【表彰者一覧 がんばる長者っ子 各種コンクール，大会，愛好会で大活躍です。】
＊第４７回八戸市児童生徒発明くふう展 ＊平成３０年度動物愛護ポスターコンクール
青森朝日放送㈱社長賞 2年 横内 健成さん 青森県動物愛護協会賞 １年 照井遼志郎さん

金 賞 6年 館合摩利子さん
銀 賞 2年 大橋 翔空さん ＊平成３０年度緑と花のコンクール

銅賞（エコ賞） 2年 赤坂 将宗さん 【図画の部】
銅賞（エコ賞） 5年 平河内海晴さん 八戸市議会議長賞 ２年 福田乃彩さん

銅 賞 3年 谷川 凜 さん 八戸観光コンベンション協会会長賞
銅 賞 4年 川口 慶治さん 3年 柳町虹胡さん
奨励賞 1年 洞内 杏 さん 八戸造園建設業協会理事長賞
奨励賞 2年 溝口奏太朗さん ３年 佐藤栄詞さん
奨励賞 2年 髙清水美羽さん
奨励賞 3年 佐藤 芹南さん ＊「住みたい家・住みたい街」コンクール2018
奨励賞 3年 根城 美月さん 優秀賞 ５年 小幡 紘子さん
奨励賞 5年 松本 和樹さん 優秀賞 ６年 助川琥太郎さん
奨励賞 5年 大久保暁斗さん 優秀賞 ６年 長谷部瞳子さん
奨励賞 6年 田端 昊生さん 佳 作 ５年 大南 芽唯さん
奨励賞 6年 齊藤 壮希さん 佳 作 ５年 下妻 柚月さん
奨励賞 6年 川口 修治さん 佳 作 ５年 河村 凜音さん
奨励賞 6年 内沢 大世さん 佳 作 ６年 鈴木 瑚白さん
奨励賞 6年 末廣美咲希さん 佳 作 ６年 石橋 京華さん

＊全日本小学校バンドフェスティバル
第３７回東北大会 銅賞 八戸市立長者小学校

＊校内マラソン大会（３位まで）～入賞できなかった皆さんも大変よくがんばりました。～
・１年生男子の部 １位；西舘 凜翔さん ２位；田端 源眞さん ３位；山木 悠生さん
・１年生女子の部 １位；北田 真麻さん ２位；和山 琴音さん ３位；山本 美來さん
・２年生男子の部 １位；山本 皐太さん ２位；溝口奏太朗さん ３位；大橋 翔空さん
・２年生女子の部 １位；村上 梢 さん ２位；嶋守深千瑠さん ３位；対馬 帆奏さん
・３年生男子の部 １位；中野渡篤知さん ２位；松橋 璃來さん ３位；岩 宗史さん
・３年生女子の部 １位；柿本 心彩さん ２位；舘山 幸永さん ３位；池川 綾芽さん
・４年生男子の部 １位；平井 翔悟さん ２位；南 悠斗さん ３位；和山 龍青さん
・４年生女子の部 １位；大久保蒼桜さん ２位；大橋 星恋さん ３位；佐々木心悠さん
・５年生男子の部 １位；髙橋 倫人さん ２位；田守 柊雲さん ３位；髙屋敷有真さん
・５年生女子の部 １位；下舘 結心さん ２位；池川 琴葉さん ３位；河村 凜音さん
・６年生男子の部 １位；佐藤 大樹さん ２位；齊藤 壮希さん ３位；豊巻 大智さん
・６年生女子の部 １位；笹垣 凜 さん ２位；末廣美咲希さん ３位；石橋 京華さん



校 舎 の 屋 根 の 色 に つ い て
校舎屋根外壁工事では駐車場の使用などで多くの保護者，地域の皆さまよりご協力をいただいており

ます。本当にありがとうございます。さて，校舎の新しい屋根の色につきまして，最高学年である６年

生の子どもたちの意見なども取り入れ，次のように決定しました。

・教室棟（子どもたちの教室がある建物）⇒「青」６年生からもっとも希望が多かった色です。

子どもたちが青空のような輝く未来へ羽ばたいてほしい

という願いからこの色を選びました。

・管理棟（職員室や児童玄関がある建物）⇒「焦げ茶色」もともとの本校校舎の屋根の色です。

子どもたちが歴史や伝統など古いものを大切にしてほし

いという願いからこの色を選びました。

【図書室の入り口には図書ボランティア作成のかわい

いミノムシやおもしろそうな本があります。↓】

図書室の本がどんどん充実しています。図書ボラ

ンティアの皆さまからいただいた情報では，１０月

末までの図書室の本の貸し出し総数が，昨年１０月

末に９４３３冊だったのが，今年１０月末には１１

７７９冊に急増しています。一年間で本の貸し出し

総数が２３４６冊も増えています。これは児童一人

当たり昨年より６冊も多く本を借りている計算にな

ります。サバイバルシリーズや寄贈いただいた科学

の本など，子どもたちが手に取ってすぐに読みたい本が増えており，子どもたちの読書意欲は高まるば

かりです。子どもたちが読みたい本，手に取りやすい本を整備していただいている図書ボランティアを

始め関連の皆さまに心より感謝申し上げます。

教室がある建物⇒「青」

子どもたちが青空のような輝
く未来へ羽ばたいてほしいと
いう願いから。6年生が一番多
く選んだ色。

職員室がある建物
⇒「焦げ茶色」

歴史や伝統など古
いものを大切にして
ほしいという願いか
ら。もともとの校舎
の屋根の色。



【１０月の主な教育活動の紹介】
◇音楽会 １０月2０日(土)◇

今年の音楽会もかわいい１年生のあい

さつから始まりました。子どもたちは一

曲一曲に心を込め，精一杯の歌唱と器楽

合奏を披露しました。かなりの難曲に挑

戦した学年も見られました。たくさんの

保護者や地域の皆様にご来校いただき，

温かな拍手をいただきました。本当にあ

りがとうございました。皆様のご声援に

心から感謝申し上げます。

【↑６年生の合奏「威風堂々 」です。息の合った合奏で観客を魅了しました。】

◇環境緑化モデル事業完成式典

１０月2５日(木)◇

この事業は学校敷地内にある樹木を

整備することによって，学校生活の中

で自然にふれあい，いやし効果を感じ

ながら樹木の重要性や大切さを知って

もらうことを目的としています。今回

の事業で校庭にある樹木の整備を行い

ました。事業の完成を記念し，体育館

前にヤマボウシ１本を植樹しました。

＊前田妙子様より，たくさんの雑巾をご寄贈いただきました。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。

＊校内スケート大会が 平成３１年２月５日（火） に正式決定しました。（詳細は後日ご案内いたします。）

＊登校時に子どもを車に乗せ，他人の敷地内で子どもを降ろしたり，他人の敷地内で車を方向転換したりし

ている保護者がいて困っているという相談が地域から寄せられました。警察の方からも指導をいただいて

おりますので，他人の敷地内に車を乗り入れることのないようお願いいたします。

このたび長者男の会が発足することになりました。長者小学校の保護者の方，長者小学校に関係があ
る方，長者地区にお住いの方で１８歳以上の男性を対象としています。どんな小さな活動でもよろしい
です。子どもたちのために一汗かこう，子どもたちのために何か手伝おうという方がおりましたら是非
ご入会ください。毎回参加できなくてもよろしいです。参加できるときに力仕事や日曜大工，学校行事
の会場準備，後片付けなど様々な分野でのご協力をお願いします。入会などの連絡先は次のとおりです。

入会料金は無料です。【連絡先】前田辰也さん 携帯090-8926-5852 taszjy@yahoo.co.jp


