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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 ＞

子 縁
嶋 脇 郁 夫

私たちが（保護者や教師）がこうして長者小学校で巡り会えたのは，ここに通う子供た

ちがいたからです。この子供たちがいなければ，私たちはここで出会うこともなかったし，

親同士で友達になるということもなかったに違いありません。私たちが教師でいられる

のも，親でいられるのもすべて子供たちのおかげです。私たちを巡り合わせ，その立場

にさせてくれた子供たちに感謝しなくてはなりません。

だとすれば，私たちがしなければならないことは，お互いに協力して子供たちの力に

なることです。決して教師や親に合わせて，自分たちの都合のいいように育てるのでは

ありません。ややもすると，教師も親も自分のパターンにはめ込みがちです。そこから外

れると「この子は・・」ということになります。

「ならぬものはならぬ」という姿勢を根底にもちながら，「子供たちの声をよく聞き」，

「子供たちをしっかり見つめ」，「子供たちのことを考え」，「子供が伸びようとする力を後

押しする」必要があるのだと思います。このような関わりをとおし，教師として親として成

長していくのだと思います。

長者小学校は，１４１年の歴史と伝統のある学校です。その時々の教師や保護者が

そうしてきたように，これからもこの「子供たちをよき縁」（子縁）として，出会う方々と力

を合わせて，子供たちのために頑張っていかなければならないと思います。一人では難

しい事でも，手を取り合えば解決することもたくさん

あります。これからも，悩むことは多いと思いますが，

助け合いながら成長し続ける教師や親であり続けま

しょう。その中で，子供たちが健やかに成長していく

ことを切に願っています。

今年度は，特にご心配とご迷惑をおかけしました

こと，心よりお詫び申し上げますとともに，これまで 【６年生を送る会より】

の保護者や地域の方々の献身的なご協力に心より ６年生の美しいハーモニーが体育館

感謝申し上げます。 いっぱいに響き渡りました。

 

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 日 18 水 ５・６年内科検診
2 月 全校朝会（１年生を迎える会）

3 火 19 木 ３・４年内科検診 地区別訪問
4 水 20 金 参観日 ＰＴＡ総会 尿検査①
5 木 入学式準備 新６年生登校 ２年聴力検査

6 金 新任式 入学式準備 新２年生以上出校 21 土 長者地区教職員歓送迎会ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 17:00 ～

7 土 22 日

8 日 23 月 午前授業（給食あり） １年聴力検査
9 月 始業式・入学式 ５・６年市内学力実態調査（国語・理科）

10 火 給食開始 １年交通安全教室 24 火 １・２年内科検診
委員会活動 学級写真撮影週間 ５・６年市内学力実態調査（算数・社会）

11 水 ３時間授業（２～６年給食あり １年給食なし） 25 水 縦割り班編制 音楽朝会

２・４・６年体位測定 26 木 １年清掃開始 ２年聴力検査
12 木 交通安全教室（全学年） 愛好会組織会 18:30 ～ 委員会活動・代表委員会

13 金 １年給食開始 ２・４・６年知能検査 27 金 避難訓練 集団下校訓練
３・５年体位測定 清掃班長会議 28 土

14 土 29 日 昭和の日
15 日 30 月 振替休日（昭和の日）
16 月 ３・５年聴力検査 地区別訪問

17 火 ６年全国学力調査 １年体位測定
地区別訪問

【寒さに負けずがんばる長者っ子 愛好会 各種コンクールで大活躍です。】

＊校内スケート大会 ＊第３０回青森
・３年男子の部 第１位 前田 丈さん 県スピードスケート小学生大会
・３年女子の部 第１位 笹垣 香恋さん ・１年女子３００ｍ 第１位 村上 梢さん
・４年男子の部 第１位 堀 光宏さん ・１年女子５００ｍ 第１位 村上 梢さん
・４年女子の部 第１位 小田島志炉さん ・２年女子３００ｍ 第１位 番沢 穏穂さん
・５年男子の部 第１位 村上 雄太さん ・２年女子３００ｍ 第４位 佐々木海空さん
・５年女子の部 第１位 髙嶋 珠奈さん ・２年女子５００ｍ 第２位 佐々木海空さん

第１位 佐々木瑚音さん ・２年女子５００ｍ 第３位 番沢 穏穂さん
・６年男子の部 第１位 番沢 立樹さん ・５年男子５００ｍ 第１位 村上 雄太さん
・６年女子の部 第１位 一戸 蓮美さん ・５年男子５００ｍ 第２位 齊藤 壮希さん

・５年男子５００ｍ 第５位 阿部 圭汰さん
＊第４２回青森県対栃木県小学生 ・５年男子１０００ｍ第１位 村上 雄太さん

スピードスケート交歓会 ・５年男子１０００ｍ第３位 齊藤 壮希さん
・５年男子５００ｍ 第５位 齊藤 壮希さん ・５年男子１０００ｍ第５位 阿部 圭汰さん
・５年男子５００ｍ 第６位 阿部 圭汰さん ・６年男子５００ｍ 第３位 番沢 立樹さん
・５年男子１０００ｍ第６位 阿部 圭汰さん ・６年男子５００ｍ 第６位 佐々木大輝さん
・６年男子５００ｍ 第３位 番沢 立樹さん ・６年男子１０００ｍ第３位 番沢 立樹さん
・６年男子５００ｍ 第６位 西村 哲央さん ・６年男子１０００ｍ第５位 佐々木大輝さん
・６年男子１０００ｍ第３位 番沢 立樹さん ・６年男子１０００ｍ第６位 西村 哲央さん
・６年男子１０００ｍ第６位 西村 哲央さん ・６年女子５００ｍ 第５位 一戸 蓮美さん

・６年女子１０００ｍ第５位 一戸 蓮美さん
＊第５回長根小学生スピードスケート交歓競技会
・５年男子５００ｍ 第３位 村上 雄太さん ＊第２０回東北小学生スピードスケート友好大会
・５年男子５００ｍ 第４位 齊藤 壮希さん ・１年女子５００ｍ 第１位 村上 梢 さん
・５年男子１０００ｍ第３位 村上 雄太さん ・１年女子１０００ｍ第１位 村上 梢 さん
・５年男子１０００ｍ第４位 齊藤 壮希さん ⇒大会新記録です。梢さんおめでとう！！
・６年男子５００ｍ 第４位 番沢 立樹さん ・２年女子５００ｍ 第５位 番沢 穏穂さん
・６年男子５００ｍ 第６位 西村 哲央さん ・２年女子５００ｍ 第６位 佐々木海空さん
・６年男子１０００ｍ第３位 番沢 立樹さん ・２年女子１０００ｍ第４位 番沢 穏穂さん

・２年女子１０００ｍ第５位 佐々木海空さん
＊珠算学習で６年西村哲央さんが表彰されました。 ・５年男子５００ｍ 第３位 齊藤 壮希さん

・５年男子５００ｍ 第６位 阿部 圭汰さん
＊北奥羽学生俳句大会 ・５年男子１０００ｍ第３位 村上 雄太さん

努力賞 ４年 板橋 七海さん ・５年男子１０００ｍ第４位 齊藤 壮希さん
・５年男子１０００ｍ第６位 阿部 圭汰さん

＊世界児童画展（１） ・５年男子１５００ｍ第１位 村上 雄太さん
・特選 ６年 渡邉美桜さん ・６年男子５００ｍ 第２位 番沢 立樹さん
・入選 ２年 鈴木 陽さん ・６年男子５００ｍ 第６位 佐々木大輝さん

４年 永田悠莉さん ・６年男子１０００ｍ第５位 佐々木大輝さん
６年 三國玖実さん ・６年男子１５００ｍ第１位 番沢 立樹さん



＊世界児童画展（２）
・佳作 １年 大橋翔空さん 赤坂悠雅さん 岡沼陽菜さん 高橋輝里さん 佐々木陸斗さん

佐々木謙伸さん 猪倉立嘉人さん 湯浅双葉さん
２年 赤波江友哉さん 工藤澪桜さん 根城美月さん 大南果乃音さん 大南裕也さん 奥崎比王さん

河村怜皇さん
４年 松本和樹さん 板橋七海さん 泉山玲奈子さん 下妻柚月さん 小田島志炉さん
５年 佐藤凜空さん 犹守彰叶さん 佐々木駿輔さん 川口正太郎さん 板橋 宙さん

佐々木瞭さん 四ツ役龍勝さん 十文字悠さん
６年 千葉敦也さん 前田 善さん 山本漣音さん 神田陽奈子さん 太田希颯さん 金屋 燈さん

佐藤由輝奈さん 浅水綾香さん

１．日 時 平成３０年４月２０日（金） ～

平成３０年度は金曜日の午後に第１回参観日を行います。

２．場 所 各教室，体育館

３．日 程 １３：１５ ～ １４：００ 参観授業（４校時）

１４：１０ ～ １４：５０ 全体会

☆職員紹介

☆校長あいさつ

☆教育活動計画説明

１４：５０ ～ １５：３０ ＰＴＡ総会

１５：３０ ～ １５：４５ ＰＴＡ各委員会組織会

１５：５０ ～ １６：３０ 学年・学級懇談会

～ お 願 い ～

卒業式・入学式・参観日等で来校する

機会には，天候やグランドの状況により，

車での駐車をご遠慮いただく場合もござ

います。ご協力いただきますようお願い

いたします。

【２月の主な教育活動の紹介】

◇４年親子学習会～八幡馬つくり～ ＜２月１５日（木）＞

講師の高橋さんのお話をし

っかり聞き，身近なところに

八幡馬がたくさんあることに

驚いていた子が多くいました。

絵付け体験では伝統的な模様

を真似して丁寧に色塗りする

子もいれば，豊かな想像力を

発揮して個性的な作品を作る

子もいて，とても楽しい時間

になりました。八幡馬の学習

を通して，郷土の理解を深め

ることができました。多くの

保護者の皆さまにご来校いただきました。ありがとうございました。

平成３０年度 第１回参観日のお知らせ

■■■ ありがとうございます ■■■

◆平成２９年度卒業生から，卒業記念品とし

て，プロジェクターの台をご寄贈いただき

ました。授業の中で活用させていただきま

す。ありがとうございました。



◇えんぶり鑑賞会 ＜２月１９日（月）＞

春の訪れを告げる，国重要

無形民俗文化財の郷土芸能

「えんぶり」を全校で鑑賞し

ました。今年度は，本校に糠

塚えんぶり組をお招きしまし

た。本校からも５名の児童が

参加しているえんぶり組で

す。烏帽子をかぶり，頭を大

きく振って勇壮に舞う太夫，

扇を巧みに操りながら踊る松

の舞そして鯛釣りに興ずる恵

比須舞に大きな拍手が贈られ

ました。また，一生懸命に舞っている子どもたちの姿からは，歴史と伝統をもつ民俗芸能伝承の担い

手としての頼もしさが感じられました。

◇６年生を送る会 ＜２月２２日（木）＞

６年生とお別れする「卒業式」が間近に近づいてきたこの日，６年生を送る会を実施しました。似

顔絵や思い出・感謝の言葉を記したメッセージカードを６年生にプレゼントしながら，６年生への感

謝の気持ちや在校生に対する励ましの気持ちを伝え合うことができました。また，5年生による○×

クイズや６年生によるすばらしい合唱で思い出に残るすばらしい会になりました。6年生が歌ってく

れた「ふるさと」はいつまでも在校生の心に残ることでしょう。


