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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

平成最後の年である平成３１年がスタートしました。今年も子どもたちが生き生きと生活する学校，

保護者，地域の皆様とともに子どもの成長を讃え合う学校づくりを進めてまいりますので，よろしくお

願いいたします。

今年の干支の組み合わせは【己亥】（つちのと・い）です。【己】（つちのと）は，3本の棒に糸を巻き

つけて糸束を作る糸車の象形文字だそうです。多くの糸束を生み出す源ということから，自分自身を意

味するようになり「おのれ」とも読むようになったようです。「己」にいとへんを付けると「紀」とい

う文字になります。紀は糸口や正しい筋道という意味に使われますが，「己」という文字にも，同じよ

うに決まり事や正しい行いといった意味があるようです。

また，【亥】（い）という漢字はイノシシの骨を表した象形文字で，硬い，根ざす，兆すといった意味

に使われるのだそうです。【亥】にきへんをつけると，「核」という文字になりますが，核は木の硬い部

分を表す会意文字で，物事の中心であり，非常に安定した状態で始動を待つという意味をもつそうです。

亥年である今年２０１９年は，次へのタスキを渡す大切な準備の年になるということなのでしょうか。

本校も，今年の干支にあやかり，しっかりと準備をし，次の段階へ大いに飛躍

する年にしたいと考えています。

さて，３学期の始業式には『平成という年の最後の年です。皆さんのお母さ

ん，お父さんが頑張って創ってきた時代です。次の時代は皆さんが主人公です。

その時代を皆さんがどう生きていくのかしっかり考えて，新しい元号開始の日

に輝いていられるようにみんなで成長していきましょう。』と子どもたちと誓い

合いました。子どもたちは３学期をどう過ごしていくか，その様子を楽しみに

見届けたいと思っています。

市内では風邪やインフルエンザの発生も聞こえてきました。A型とB型のウィルス両方が猛威を振る

っているようです。十分注意をしなければならないと考えておりますが，ご家庭でも，手洗いの励行や

マスクの着用，睡眠を十分とるなどインフルエンザの予防につきまして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



１ 金 ３年・６年スケート教室 ６年租税教室 １６ 土

ＡＬＴアンドリューさん来校 １７ 日

２ 土 １８ 月 えんぶり鑑賞会（上組町） 物品移動

３ 日 １９ 火 ＡＬＴアンドリューさん来校

４ 月 朝の読み聞かせ（高学年） ２０ 水 講話朝会

５ 火 口座振替日 校内スケート大会（長根ﾘﾝｸ） ２１ 木 おはなし会

６ 水 全校朝会（委員会活動発表） ２２ 金 漢字テスト ＡＬＴアンドリューさん来校

７ 木 ベルマーク収集日 ＳＣ和山先生来校10:00 ＳＣ和山先生来校12:30～15:30

～13:00 愛好会連絡調整会議18:30～ ２３ 土

８ 金 計算テスト 平成３１年度入学新入生保護 ２４ 日

者説明会14:00～ ２５ 月 朝の読み聞かせ（中学年）

９ 土 ２６ 火 参観日

１０ 日 ２７ 水 音楽朝会

１１ 月 建国記念の日 ２８ 木 ６年生を送る会 おはなし会

１２ 火 ＡＬＴアンドリューさん来校 ■スクールカウンセラー和山先生は，２月７日（木）

１３ 水 表彰朝会 代表委員会 ３年博物館出前授業 と２月２２日（金）に来校されます。

１４ 木 委員会活動（組織会） おはなし会

１５ 金 大清掃（ワックスがけ）

【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。】

＊第３３回三浦安男記念スピードスケート競技会 ＊全日本アンサンブルコンテスト第４３回青森県大会
・男子小学３・４年生の部 ３００メートル 小学校の部 金賞 長者小学校 金管五重奏

第１位 ４年 竹花 優さん （小林 凜さん 平河内海晴さん 黒澤 宙さん
第５位 ３年 坂本哲哉さん 長岡一嬉さん 名古屋聡太さん）

・男子小学３・４年生の部 ５００メートル ＊第４０回青森県スポーツ少年団フェスティバル
第３位 ４年 竹花 優さん スケート競技会

・男子小学３・４年生の部 １０００メートル ・３年男子５００メートルの部 第３位 坂本哲哉さん
第５位 ３年 坂本哲哉さん ・４年男子５００メートルの部 第３位 竹花 優さん

・男子小学５・６年生の部 ５００メートル ・５年男子５００メートルの部 第４位 堀 光宏さん
第１位 ６年 村上雄太さん ・５年男子1000メートルの部 第３位 堀 光宏さん
第２位 ６年 齊藤壮希さん ・６年男子５００メートルの部 第１位 村上雄太さん

・男子小学５・６年生の部 １０００メートル 第３位 齊藤壮希さん
第１位 ６年 村上雄太さん 第５位 阿部圭汰さん
第６位 ６年 阿部圭汰さん ・６年男子1000メートルの部 第１位 村上雄太さん

・男子小学５・６年生の部 １５００メートル 第２位 齊藤壮希さん
第１位 ６年 村上雄太さん 第６位 阿部圭汰さん
第２位 ６年 齊藤壮希さん ・２年女子５００メートルの部 第２位 村上 梢さん

・女子小学１・２年生の部 １００メートル ・３年女子５００メートルの部 第３位 番沢穏穂さん
第１位 ２年 村上 梢さん 第４位 佐々木海空さん

・女子小学１・２年生の部 ３００メートル ＊第３７回全国児童画コンクール
第２位 ２年 村上 梢さん ・入選 １年 首藤陽奏さん １年 小幡征示さん

・女子小学１・２年生の部 ５００メートル ３年 柿本心彩さん ３年 池川綾芽さん
第３位 ２年 村上 梢さん ５年 名古屋聡太さん ６年 福田このみさん

・女子小学３・４年生の部 ３００メートル ６年 平井優羽さん
第６位 ３年 番沢穏穂さん ＊青森県やさい作品コンクール習字半紙の部

＊平成３１年新春「はちのへ郷土かるた大会」 ・優秀賞 １年 堀 綾華さん
・１学年の部 第１位 洞内 杏さん ・努力賞 ２年 大嶋 優さん
・３学年の部 第２位 金濵のぞ美さん ＊平成３１年寒稽古納会大会
・４学年の部 第２位 金澤凛音さん ４年生以下の部 第１位 佐々木心悠さん
・５学年の部 第３位 小田島志炉さん ＊マリエント卒業おめでとう展
・６学年の部 第１位 助川琥太郎さん ・アートで賞 ６年 金濱修太朗さん
・団体の部 第２位 長者小学校 ・インパクトありで賞 ６年 石屋 真さん
（洞内 杏さん 佐々木謙伸さん 金濵のぞ美さん
金澤凛音さん 小田島志炉さん 助川琥太郎さん）


