
八戸市立長者小学校 学校だより 平成３０年度 第１１号 平成３１年２月１４日発行

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 ＞

◇自分に気付き，未来を築くために

校長 田 村 元

まだまだ寒さの厳しい日々が続いていますが，草木は，春に向けて着々と準備を進めています。

３学期も半ばとなり，いよいよ６年生は卒業に向けての取組が進んでいるところです。１年生から５年生も６

年生を送る会や卒業式の準備や練習を頑張っています。また，心配されたインフルエンザも，落ち着いてき

ています。３学期は，１年間のまとめをする大切な時期です。進学・進級に備えて，一人一人の子どもたちが，

しっかりと今年度のまとめをして，充実した１ヶ月にしていけるようにと考えています。 学年の学習内容はも

ちろん，今，身につけるべき基本的な生活習慣をしっかり身につけるとともに，この一年で「こんなことがで

きるようになった。」と胸を張って卒業式や修了式を迎えることができるようにしたいと思います。

さて，「キャリア教育」という言葉を耳にしたとき，皆様はどんなイメージをお持ちになるでしょうか。キャリ

アという言葉から「学歴のこと」「官僚のような特別な職種や仕事」「職業上の出世や成功」や「進路・職業

教育」ということが浮かぶのではないでしょうか。確かに，そのようなこともキャリアという言葉には含まれ

るそうですが，自分の進路などについては中学校以降の課題となり，小学校でのキャリア教育の目指すもの

とは少し違います。そこで，今回は小学校におけるキャリア教育について述べたいと思います。

小学校におけるキャリア教育は，一人ひとりの社会的・職業的自立に向け，必要となる能力や態度を育てる

ことを通して，社会の中で自分の役割を果たし，自分らしい生き方を実現することを目指しています。

低学年では

○自分の好きなこと・得意なこと・できることを増やし，様々な活動への興味・関心を高めながら

意欲と自信を持って活動できるようにする。

中学年では

○友達のよさを認め，協力して活動する中で，自分の持ち味や役割を自覚す

ることができるようにする。

高学年では

○苦手なことや初めて経験することにも失敗を恐れず取り組み，そのことが

集団の中で役立つ喜びや自分への自信につながるようにする。

文部科学省 「小学校キャリア教育の手引き」より引用

さらに，本校では学区の探検・工場見学・社会人（ゲストティーチャー）による講話などの機会を通じて大人

になることの意味や，働くことの厳しさや楽しさなどについて学んでいます。

義務教育修了までに，すべての子どもに，自立して社会で生きていくための基礎を育てることが求められ

る今，小学生の心身の発達に応じたキャリア教育をしっかりと進めていきたいと思います。

 

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 体育館ワックスがけ １７ 日
２ 土 １８ 月 ３月１６日の振替休業日
３ 日 １９ 火 ４時間授業（給食あり）
４ 月 ４時間授業（給食あり） ２０ 水 ４時間授業（給食あり）
５ 火 愛好会連絡調整会議18:30～ ２１ 木 春分の日
６ 水 表彰朝会 ２２ 金 ４時間授業（給食あり）
７ 木 委員会活動（新メンバー） おはなし会 ２３ 土
８ 金 ４時間授業（給食あり） ２４ 日
９ 土 ２５ 月 ４時間授業 給食終了日
１０ 日 ２６ 火 修了式・離任式 ３時間授業（給食なし）
１１ 月 八戸市防災教育の日 防災教室 卒業生出校日

卒業式予行準備 ２７ 水
１２ 火 卒業式予行 ２８ 木
１３ 水 （長者中学校卒業証書授与式） ２９ 金
１４ 木 ３０ 土
１５ 金 １～４,６年４時間授業 ６年給食終了 ３１ 日

５年卒業式準備（５校時） ※卒業式予行準備を１１日（月），卒業式予行を
１６ 土 卒業証書授与式（給食なし） １２日（火）に変更します。

※３月はｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ和山先生の来校はありません。

【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。】
＊平成３０年度八戸市学校保健会児童生徒自由研究 ＊ＡＢＡ杯第２５回長根ゴールドスプリント競技会

・金 賞 １年 小笠原快さん 男子総合の部 第１位 村上雄太さん
・銀 賞 ４年 坂 慶人さん 男子総合の部 第２位 齊藤壮希さん
・努力賞 ４年 越後風香さん

＊第５６回八戸市内小学校スピードスケート競技会
＊第３３回長者地区かるた大会 ４年男子５００ｍ １組 第２位 竹花 優さん

・下学年の部 第１位 ２年 横内健成さん ６年男子５００ｍ １組 第１位 齊藤壮希さん
第２位 ３年 下斗米由生さん 第３位 村上雄太さん
第３位 ３年 山田朔楽さん ６年男子５００ｍ ２組 第２位 阿部圭汰さん

・上学年の部 第１位 ５年 高森大和さん 男子１０００ｍ１組 第１位 ６年 村上雄太さん
第３位 ４年 宮﨑心響さん 男子１０００ｍ２組 第１位 ６年 阿部圭汰さん

男子１０００ｍ３組 第１位 ４年 竹花 優さん
＊第１５回八戸市競技かるた小中学生大会 男子１５００ｍ１組 第１位 ６年 齊藤壮希さん
・小学１・２年生の部 第２位 ２年 横内健成さん

第３位 ２年 高森美妃さん ＊第４０回八戸市ミニバスケットボール新人大会
・小学３・４年生の部 第１位 ４年 坂澤有紀さん 男子の部 第３位 長者ミニバスケットボール愛好会

第２位 ４年 小坂真央さん
第３位 ３年 下斗米由生さん ＊第５３回八戸市小学校図画工作展入賞

・小学５・６年生の部 第２位 ５年 高森大和さん ［描画の部］
１年 髙橋 遠さん

＊青森県立三沢航空科学館競技かるた大会で優勝した ２年 成田美織さん 早狩洸佑さん
チームかささぎに５年 高森大和さんが所属し活躍しま 佐々木ゆう莉さん
した。 ３年 舘山幸永さん

４年 南 悠斗さん 眞鍋義弘さん
＊第４３回青森県小学生フリー大会 横沢健太さん 竹島依来さん
女子Ｈクラス 第４位 ２年 山形彩織さん ５年 内田美咲さん

６年 泉 由依さん 平井優羽さん
＊５年 土屋鉄平さん がボウリング競技で平成３０年 ［版画の部］
青森県スポーツ奨励賞を授与されました。 ２年 坂本 成さん

３年 三浦大地さん 柿本心彩さん
＊第７８回全国教育美術展 山本心美さん 佐々木海空さん
・入選 ２年 小田島寧久さん ６年 下 煌平さん ５年 名古屋聡太さん

６年 下 煌平さん
＊第３４回棟方志功大賞県下小・中学生あおもり ［工作の部］
版画まつり 入賞 ６年 長谷部瞳子さん １年 小笠原快さん 山田悠惺さん

２年 稲垣奏輔さん 高森美妃さん
＊第４７回ふれあい作品展入賞 ３年 佐藤舞乃さん 赤波江友哉さん
１年 山﨑望睦さん １年 田端源眞さん ４年 和山龍青さん 金澤凛音さん
１年 西舘凜翔さん １年 川守田篤杜さん 長谷川真乙さん
２年 東野心桜さん ２年 工藤大芽さん ５年 堀 光宏さん 田村瑛梨さん
２年 佐藤 聖さん ３年 木村菜月さん ６年 野坂絢菜さん 齊藤壮希さん
４年 清水目賢斗さん ４年 長野哲大さん
４年 大久保樹彦さん ６年 渡部匠海さん ＊文集「はちのへ」小学校編第６５号

［作文の部］入選 ３年 簗部未優さん
＊第１０回武輪水産杯県南親善卓球大会 佳作 ３年 山田朔楽さん
男子個人の部５年 準優勝 ５年 石山 京さん ３年 太田理香子さん
女子個人の部４年以下 第５位 ４年 長谷部嘉子さん ６年 長谷部瞳子さん

［カットの部］入選 ４年 木村悠葵さん
＊第１６回全国ホープス卓球大会青森県予選会 ４年 眞鍋義弘さん
５年生男子の部 第５位 ５年 石山 京さん

＊第５５回全国児童才能開発コンテスト図画部門
＊仙台市で行われた２０１９第３２回東北小学校バンド ・佳作 ６年 嶋守夏音さん ２年 泉山直人さん
フェスティバルに長者小学校吹奏楽愛好会が出演し
すばらしい演奏を響かせました。

＊参観日や卒業式などの際，駐車場

スペースに限りがあります。できる

だけ車での来校はご遠慮願います。



「 学 習 参 観 日 」 並 び に 「 教 育 活 動 報 告 会 」 の ご 案 内
１．期 日 平成３１年２月２６日（火）

２．日 程 １３：１５～１４：００ 授業参観（４時間目）

１４：００～１４：１０ 移動（体育館へ）

１４：１０～１４：５０ 全体会「教育活動報告会」

（１）校長あいさつ

（２）今年度の教育活動について

（３）学校評価結果説明

１４：５０～１５：００ 移動（各学年学級へ）

１５：００～１６：３０ 学年懇談・学級懇談

体 験 的 学 習 活 動 等 休 業 日 「 え ん ぶ り の 日 」 の 制 定 に つ い て
平成２９年に「学校教育法施行令の一部を改正する政令等」が施行されたことにより，学校休業日について，

家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日（「体験的学習活動等休業日」）

が規定され，その設定にあたっては，市教育委員会が長期休業日の一部を適切に分散させて定めること及び

その他の必要な措置を講ずるよう努めることが求められたところです。八戸市教育委員会では，児童生徒が家

庭や地域とともに当市の伝統行事に参加・鑑賞する環境を醸成することを目的に，国の重要無形民俗文化財

に指定されている「八戸えんぶり」の開催日に合わせ，下記のとおり「えんぶりの日」を制定することとしました。

つきましては，制定の趣旨，内容等をご理解いただき，ご協力をお願いします。

１ 「えんぶりの日」について

冬季休業中の一日分を毎年２月１７日に充てて，「えんぶりの日」とし休業日とします。ただし，

当日が土曜日または日曜日の場合は，新たに休業日は設けません。

２ 「えんぶりの日」の対応について

(1) 児童生徒は休業日とし，原則として部活動等を行わないこととしますが，やむを得ない特別な事

情等がある場合は適切に判断することとします。

(2) 平日の場合，児童生徒は休業日としますが，教職員は「勤務日」となりますので，緊急時は，学

校へ連絡をお願いします。

学級懇談会では、学力検査

の結果をお渡しします。

全体会の時、児童は５時間目

の授業をしています。

下校時刻は１５時頃です。

おめでとうございます

PTA活動振興功労者 金濵 麻由美 様

長年にわたり，学年委員会の委員長としてＰＴＡ活動にご尽力さ

れました。たくさんの活動を企画運営され，初めてＰＴＡ活動に参

加する保護者の方も活動しやすいよう体制作りに取り組まれまし

た。愛好会活動では子どもたちが安全に運動できる環境づくりに取

り組み，学校と連携を図りながらその発展に努められました。ま

た，５・６年生の家庭科のミシンボランティアなど，様々な活動に

も献身的に取り組んでいただきました。これまでの功績を称え，２

月１日の市連Ｐ代議員総会では，感謝状が贈呈されました。おめで

とうございます。

ベルマーク４００万点突破！！

長者小学校で集めているベルマークがこの度４００万点を超え，ベルマー

ク教育助成財団より表彰されました。これまでベルマーク委員会を始め，多

くの皆さまからたくさんのご協力をいただいてきました。心より感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。



【1月～2月の主な教育活動の紹介】

◇１月１８日（金）百人一首大会
伝統の校内百人一首大会が体育館で開催されました。６年生の読みあげの子どもたちの澄んだ美しい声が

体育館いっぱいに響く中，真剣勝負が繰り広げられました。

一枚でも多く札を取ろうとする子どもたちの意欲，集中力に圧倒されました。今回の大会から子どもたち全員

に参加賞として鉛筆一本が配付されています。各学年の３位までの入賞者をお知らせします。

・１学年の部 １位･･・和山琴音さん ２位･･･照井遼志郎さん ３位･･･川守田篤杜さん

・２学年の部 １位･･･横内健成さん ２位･･･加藤煌大さん ３位･･･山本皐太さん

・３学年の部 １位･･･南 莉杏さん ２位･･･前田七生さん ３位･･･佐々木優華さん

・４学年の部 １位･･・坂澤有紀さん ２位･･･小坂真央さん ３位･･･榎本向日葵さん

・５学年の部 １位･･･高森大和さん ２位･･･小田島志炉さん ３位･･･山木菜生さん

・６学年の部 １位･･･助川琥太郎さん ２位･･･木村瞭汰さん ３位･･･永田未釉さん

（写真左）

取った札を必ず全

員に見せます。

（写真右）

６年生の美しい読

み上げが体育館い

っぱいに響き渡り

ました。

◇２月５日（火）

校内スケート大会
校内スケート大会もインフルエンザの流行が心配されましたが，

予定どおり実施することができました。少し風が強い中でしたが，

子どもたちは日頃の練習の成果を発揮しようと懸命に滑走していま

した。途中であきらめず最後までしっかり滑走している児童が多く

見られました。

スケート愛好会の皆さんの模範滑走もすばらしく大きな拍手が送

られました。

◇２月６日（水）３年おはなし会 南部の昔っこ
柾谷伸夫様を迎えて，南部地方に伝わる昔話を南部弁でお話い

ただきました。すばらしい語りに子どもたちはまばたきするのを忘れ

るくらい集中して聞き入っていました。また，台本に合わせて全員で

昔話を南部弁で朗読する時間もあり，方言のもつおもしろさ，やわ

らかさを十分に体験することができました。今回のおはなし会を子

どもたちは一生忘れることがないでしょう。

書き損じはがき提供のお願い

以前ご案内しておりますように八戸市連合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３１年２月１９日(火)です。


