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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

長い夏休みが終わり，子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。おかげさまで，本校では大きな病気や事

故の報告もなく，子どもたちが，元気いっぱいそれぞれの夏休みを有意義に楽しく過ごすことができました。何より

うれしく思います。夏の思い出を胸に，２学期も様々な活動に前向きに取り組んでくれることを期待しています。

さて，夏休みの出来事として特筆することがあります。それは各愛好会の活躍です。監督，コーチの方々を始め

子どもたちをご指導ご支援くださいました皆様には大変お世話になりました。本校の子どもたちにとって，学校以

外でも体を鍛えるよい機会であり，よい心の財産ができました。｢地域

とともに子どもは育つ」ともいわれます。子どもたちは，心身ともに，ま

た一段と成長したものと思います。

また，夏休み中の生活でも，自分のめあてとともに「家庭での役割(手

伝い)を決めてすすんで行う」，「時間を守り，規則正しい生活をする」，

「事件・事故に遭わない」の３つについて頑張ってくれました。保護者や

地域の皆様のご協力やご支援に心から感謝申し上げます。

これからの季節は，「読書の秋」「スポーツの秋」「芸術の秋」といわれ

るように，夏の暑さが終わり，学習や運動に最も適しています。同時に効

果も期待できます。一時間一時間の授業を大切にし，学習したことをし

っかり着実に身につけさせるように努めていきたいと思います。 ２学期は，子どもも大人も楽しみな「ふれあいま

つり」，よりよい演奏を目指して取り組む「音楽会」など貴重な体験ができる行事がたくさんあります。行事に一生

懸命取り組むことにより，一人一人がもっているよさや力を引き出し，伸ばし，子どもたちが成長を実感できる実り

多い２学期にしたいと考えています。ご家庭におきましても，一生懸命に練習する姿や新たにできるようになった

ことに対しては，すぐその場で誉めていただければ幸いです。今学期もこれまで同様，保護者そして地域の皆様の

ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

マイブッククーポンの有効期限は９月3０日（日）です

子どもたちが，書店に出かけ，自ら本を選び，購入する体験を通して，読書に親しむことを目的とした

マイブック推進事業。今年もマイブブッククーポンをご活用ください。

 

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 
 

わんぱく相撲全国大会（両国国技館）



～プール監視のご協力ありがとうございました。～
７月は大変暑い日が続きましたが，８月に入ってから雨天や低温の日が多く

なり，夏休み中のプールの開放日は４日だけとなりました。しかし，たくさん

の子どもたちがプールを利用し，多い時には一日２２９人の子どもがプールを

利用した日もありました。このように子どもたちが元気よく体力づくりに励む

ことができましたのも，プール管理人の根城一様をはじめ，保護者の皆様のご

協力のおかげです。ご多用の中，ご協力ありがとうございました。

【～表彰者一覧～ 元気いっぱい長者っ子 愛好会で夏休み中も大活躍です！】
【吹奏楽愛好会】 【相撲愛好会】
＊全日本吹奏楽コンクール第６０回青森県大会 ＊第１６回栃ノ海杯少年相撲大会
・小学校の部 金賞 八戸市立長者小学校 ・団体戦小学校の部 第３位 長者小学校Ａ

（金濱修太朗さん 佐々木瞭さん 川口正太郎さん）
・個人戦小学校の部 敢闘賞 大久保暁斗さん
・個人戦女子中学年の部第２位 栁谷真生さん
・個人戦小学１年生の部第３位 柏木翔吾さん

【野球愛好会 長者ＢＢＣ 】 ＊八戸市内小学生親善相撲大会長者大会
＊マクドナルドカップ第４９回青森県少年軟式 ・個人戦４年の部 第３位 栁谷真生さん
野球大会 ・個人戦５年の部 第１位 小山内幸弥さん

・準優勝 長者ＢＢＣ ・個人戦５年の部 第３位 田村優雅さん
＊東北学童新人軟式野球大会八戸市予選 ・個人戦６年の部 第１位 佐々木瞭さん
・優勝 長者ＢＢＣ ・個人戦６年の部 第２位 金濱修太朗さん

・個人戦６年の部 第３位 川口正太郎さん
・団体戦 第１位 長者小学校Ａ
（金濱修太朗さん 佐々木瞭さん 川口正太郎さん

原 遼太さん）
【水泳 】 ・団体戦 第３位 長者小学校Ｂ
＊第４１回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ （田村優雅さん 小山内幸弥さん 大久保暁斗さん）
夏季水泳競技大会 ＊第３７回東北学童相撲大会

・男子 50m自由形 第３位 ６年佐藤大樹さん ・団体戦 第３位 八戸市立長者小学校
・男子 100m自由形 第２位 ６年佐藤大樹さん （川口正太郎さん 金濱修太朗さん 小山内幸弥さん
＊第４７回八戸学童水泳競技大会 佐々木瞭さん 大久保暁斗さん 田村優雅さん）
・小学６年 50m自由形 第２位 佐藤大樹さん
・小学６年 100m自由形 第２位 佐藤大樹さん
☆50m 100m共に大会新記録です。おめでとう！
＊第４８回青森県学童水泳競技大会
・男子Ｃ 50m自由形第３位 ６年佐藤大樹さん
・男子Ｃ100m自由形第４位 ６年佐藤大樹さん

1 土 15 土
2 日 青少協スポーツ教室 9:00 ～ 12:00 16 日 青少協スポーツ教室 9:00 ～ 12:00
3 月 朝の読み聞かせ（高学年） 17 月 敬老の日

スクールカウンセラー和山先生来校 18 火 避難訓練（全学年） ＡＬＴ来校
14:00 ～ 17:00 19 水 表彰朝会 ３年社会科見学

4 火 ＡＬＴアンドリューさん来校 20 木 校内研修のため全学年５時間授業
5 水 口座振替 全校朝会（プール納め） 昼のおはなし会
6 木 ベルマーク収集日 ２年校外学習 21 金 漢字テスト ＡＬＴアンドリューさん来校

クラブ活動 愛好会調整会議 18:30 ～ ふれあいまつり準備（５・６年）
7 金 市内陸上競技会 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生来校 9:00 ～ 12:00
8 土 22 土 ふれあいまつり準備作業（ＰＴＡ）
9 日 長者地区区民運動会（本校校庭 9:30 ～） 23 日 秋分の日 ふれあいまつり（全学年）
10 月 朝の読み聞かせ（中学年） 24 月 秋分の日振替休日
11 火 ２年動物ふれあい指導 25 火 ９月２３日の振替休業日

（市内陸上競技会予備日） 26 水 全校朝会（お話弁論発表）
12 水 ５年宿泊学習１日目 27 木 クラブ活動 昼のおはなし会
13 木 ５年宿泊学習２日目 昼のおはなし会 28 金 音楽会準備（６年） ＡＬＴ来校

６年委員会活動（１～４年５時間授業） 29 土 ゆりの木保育園運動会（本校体育館 午前）
14 金 ５年宿泊学習３日目 ６年こころの劇場 30 日 青少協スポーツ教室 9:00 ～ 12:00

■スクールカウンセラー和山先生は９月３日（月）の午後と９月２１日（金）の午前に来校します。



＊八戸歯科医師会主催 よい歯と口の健康賞受賞者 １１１名の皆さんが表彰されました。 おめでとう！

［ １ 年生 ］
野上楓真さん 松橋琉希さん 畑林蒼空さん 下道慧真さん 川守田篤杜さん 田口みのりさん
助川琥珀さん 和山琴音さん 諸星優菜さん 大久保結衣さん 山本美來さん 福井菜々美さん
小笠原英大さん 山木悠生さん 川瀬世唯さん 大久保陽翔さん 佐藤颯羽さん 髙橋 遠さん
上野翔平さん 田端源眞さん 北田真麻さん 泉谷和花さん 下田心花さん 根城七海さん
豊巻 くるみさん 吉田光希さん 佐藤由実さん 青栁ひな子さん
［ ２年生 ］
赤坂悠雅さん 中野渡隼蒼さん 山形彩織さん 遠瀬柚衣さん 村上 梢さん
早狩洸佑さん 板橋洸太さん 工藤大芽さん 嶋守深千瑠さん
［ ３年生 ］
松橋璃來さん 横道 丈さん 黒澤 宙さん チャヴェスノア千宙さん 川口晄英さん
佐藤栄詞さん 三浦大地さん 番沢穏穂さん 佐藤舞乃さん 南 莉杏さん 冨田千楓里さん
柳町虹胡さん 山本心美さん
中野渡篤知さん 冨田清悟さん 三浦優毅さん 畠山 真さん 太田理香子さん 根城美月さん
佐々木海空さん 亀本悠心さん 西塚百花さん
［ ４年生 ］
近藤奏太さん 眞鍋義弘さん 赤坂瑛太さん 長谷川瑠泉さん 佐々木桃花さん 前田奏英さん
榊 麗生さん
竹花 優さん 川口慶治さん 藤田晄玄さん 田端龍眞さん 大久保蒼桜さん 川瀬莉子さん
嵯峨千晶さん 冨田ひより さん
坂本 類さん 池田 釉さん 中田雄樹さん 前田 丈さん 粂 啓太さん 大久保樹彦さん
小坂真央さん
［ ５年生 ］
久保亮太さん 類家吟治さん 内田美咲さん 山木菜生さん 村上由嬉乃さん
名古屋美優さん 福田真生さん 小山咲輝さん
髙屋敷有真さん 名古屋聡太さん 髙橋倫人さん 池川琴葉さん 小幡紘子さん
［ ６年生 ］
佐藤大樹さん 若林青空さん 佐々木あき乃さん 野坂絢菜さん
板橋 宙さん 助川琥太郎さん 田端昊生さん 齊藤壮希さん 川口修治さん 佐々木瞭さん
石屋 真さん 福田このみさん 笹垣 凜さん 佐々木瑚音さん 平井優羽さん 田村樹李さん

一学期のおはなし会では，読んだ本に出てきた

生き物「クレリア（写真上）」を図書室の中にか

くし子どもたちに探してもらいました。本に親し

ませる楽しいアイディアがいっぱいです。

ṗ Ὕἓἕᾔὺ̵ԅعἿἛᯊἕ ṗ
ふれあいまつりが，９月２３日（日）に開催されます。その際「ふれあい

バザー」に出品する品物を今後集める予定です。

ご家庭に眠っている品物がありましたら，多少にかかわらず，寄贈をお願

いいたします。詳しい内容については，後日PTAより配付のお手紙でお知ら

せいたします。

長者小学校では, たくさんの子どもたちが図書室を

利用しています。図書ボランティアの淡路恵美子様が年

間の借りた冊数を調べたところ，２０１２年度一人当たり

２６冊だったのが，２０１７年度には３７冊に増えていま

す。５年間で一人当たり１１冊も多く本を借りていること

になります。ボランティアの皆様による朝の読み聞かせ，

昼のおはなし会，図書整備，本の寄贈など多くの方々から

ご協力をいただき，子どもたちが本に親しみやすい環境が

どんどん整っています。たくさんの方々のご協力に対し心

より感謝申し上げます。これからも保護者の皆様やボラン

ティアの皆様と協力しながら子どもたちが本に親しみやす

い環境を整えていきます。



・２学期から特別支援アシスタントとして土師智代（はじともよ）さん（写真右上）が配
属されることになりました。主になかよし学級で子どもたちの学習や生活を支援します。
本校の特別支援アシスタントは齋藤幸子さんと土師智代さんの２名となります。

・８月２２日（水）から９月４日（火）まで教育実習生中野実佳（なかのみか）さん（写
真右下）が１年２組で教育実習を行います。本校の卒業生で意欲的に実習に取り組んで
います。

・４月に配付した年間行事予定表では１１月１３日（火）が就学時健康診断希望日と記載
されていましたが，就学時健康診断が１１月８日（木）に正式に決定しました。近くな
ってから再度ご案内いたします。

１１月 ８日（木）⇒ 就学時健康診断 ３時間授業 給食なし
１１月１３日（火）⇒ 通常の火曜日の校時 給食あり となります。

～お詫び～ ７月の学校だよりで運動着の新しい半袖の販売を来年度の１月からと紹介

いたしましたが，来年の１月からの間違いです。運動着の新しい半袖は来年

２０１９年１月から購入が可能となります。お詫びして訂正いたします。

校内相撲大会

さようならピーター先生

７月の主な教育活動の紹介

７月１２日（木）と１３日(金)の２日間に

わたって，校内相撲大会が開催されました。

今年度で１３回目となります。今年も行司

を公式審判員の黒澤萬吉様にお願いしました。

友達や保護者の皆様からの大きな声援を受

け，手に汗握る取組が続きました。最後まで

勝負がわからない真剣な取組が多く，また，

勝ち負けに関係なくしっかりあいさつするな

ど礼儀正しい行動も多く見られました。

長者相撲愛好会の皆様，黒澤様，まわし

つけをお手伝いいただきました保護者の皆

様，応援のために駆けつけてくださいまし

た多くの方々にお礼を申し上げます。

また，地域の敬老会の方々からは４・

５・６年生にかわいい力士のマスコットを

いただきました。本当にありがとうござい

ました。

４年間ＡＬＴとして長者小学校の英語活動

や外国語活動を支えてくださったピーター・

アンダーウッド先生が７月でイギリスに帰る

ことになりました。お別れの式では，ピータ

ー先生との別れを惜しんでいる子がとても多

く見られました。これまでとても楽しく英語

を教えてくださったピーター先生。新天地で

の益々の活躍を期待しています。

２学期からは，新しいＡＬＴアンドリュー

先生（カナダ出身）が子どもたちに英語を教

えてくださいます。


