
八戸市立長者小学校 学校だより 平成３０年度 第１２号 平成３１年３月１３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 ＞

校 長 田 村 元

いよいよ学校だよりも今年度最後の発行となりました。学年末を前にして，３月はどの学級や学年

も日を数え，時を惜しむ毎日を送っています。とりわけ卒業を控える六年生は「最後の授業」とも言

われる卒業式に向け，様々な準備を進めてきました。また，校舎廊下には一年生から五年生の子ども

たちが六年生にお世話になった感謝の気持ちを込めて掲示物を貼ったり，掃除をしたりするなど，卒

業が間近に迫っていることを知らせてくれます。六学年保護者の皆様には，小さな背中にランドセル

を背負った誇らしげな顔が懐かしく思い出され，大きく成長した我が子の姿に頼もしさを感じておら

れることと思います。３月１６日（土）の卒業式では，小学校生活六年間の成果や思いを胸に，立派

に本校を巣立っていくものと確信しています。

さて，今年度は「聞く力の育成～聴く・理解する・訊く力を育む～」を学校目標として，子どもた

ちを励ましてまいりました。子どもたちは，日々の学習や活動，そして行事などを通してひとまわり，

たくましく成長してきました。このことは，保護者，ご家庭の皆様や地域の皆様の温かいご支援があ

ったからこそと思います。家庭や地域の方々との連携を重視して，挨拶運動，学校図書館利用促進，

マイブッククーポン活用，家庭学習週間，学校保健委員会でのふわふわ言葉の習慣づけなど皆様のご

協力をいただきました。この取組の成果が実り，やがてそれが，長者小学校に長く続く伝統となるこ

とを願っております。

今後とも，保護者の皆様，ご家庭や地域の皆様と連携を強めながら，全力で子どもたちの教育に携

わってまいります。この１年間，本当にありがとうございました。

校舎の修復工事にあわせて，正面玄関の校章と校名のプレートを新しく付け替えました。

長者カラーのエンジ色と金と銀色を，歴史と伝統を誇る長者小をイメージして配色しました。

沿革史に「本校の校章は，長者山の馬場の桜花に長者（山・村）の“長”の草書体を，天翔る鶴（旧

南部藩）のシンボルを思わせるように描き，配しており，大変格調の高い校章である。」と記されて

いるとおり，新装された校舎とともに校章と校名は朝日を浴びて燦然（さんぜん）と輝いています。

※校章の文字の「はらい」の部分が鶴のくちばしとなっているのが見て取れます。

 

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 月 １７ 水 ３時間授業（小教研） ４年視力検査
２ 火 全校朝会（１年生を迎える会）
３ 水 １８ 木 地区別訪問（全学年５時間） １年視力検査

４ 木 入学式準備 新６年生登校 ６年全国学力検査 ３・４年内科検診

５ 金 新任式 入学式準備 新２年生以上出校 １９ 金 参観日 ＰＴＡ総会 ３年視力検査
６ 土 ２０ 土 長者地区教職員歓送迎会ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ17:00～

７ 日 県議会議員選挙 ２１ 日 市議会議員選挙
８ 月 始業式・入学式 ２２ 月 避難訓練 集団下校訓練
９ 火 ２～６年給食開始 １年交通安全教室 ２３ 火 ５・６年市内学力実態調査 尿検査①

６年視力検査 学級写真撮影週間 １・２年内科検診
１０ 水 ２・４・６年体位測定 ２４ 水 ５・６年市内学力実態調査 音楽朝会
１１ 木 交通安全教室（全学年） 委員会活動 １年聴力検査

５年視力検査 愛好会組織会18:30～ ２５ 木 ５年聴力検査 縦割り班編制 委員会活動
１２ 金 １年給食開始 ２・４・６年知能検査 ２６ 金 全校弁当日 徒歩遠足（１～４年）

３・５年体位測定 清掃班長会議 ５・６年６時間授業
１３ 土 ２７ 土
１４ 日 ２８ 日
１５ 月 地区別訪問（１年４時間／２～６年５時間） ２９ 月 昭和の日

２年視力検査 ３０ 火 国民の休日
１６ 火 地区別訪問（１年４時間／２～６年５時間） ＊保護者引き渡し訓練は春休み中に教職員だけで

１年体位測定 ５・６年内科検診 図上訓練を行います。

【 ～表彰者紹介～ 本気でがんばる長者っ子 愛好会 各種大会で大活躍です。】
＊デーリー東北新聞社杯第３１回 ＊第４８回青森県小学生フィギュアスケート

青森県スピードスケート小学生大会 選手権大会
・２年男子 ３００ｍ 第３位 藤原大樹さん 女子Ｇクラス 第１位 ２年 山形彩織さん
・２年男子 ５００ｍ 第３位 藤原大樹さん
・２年女子 ３００ｍ 第１位 村上 梢さん ＊第４８回青森県フィギュアスケート選手権大会

⇒大会新記録です。梢さんおめでとう！ 女子Ｇクラス 第３位 ２年 山形彩織さん
・２年女子 ５００ｍ 第２位 村上 梢さん
・３年男子 ３００ｍ 第１位 坂本哲哉さん ＊第３９回冬季南部地方水泳競技選手権大会
・３年男子 ５００ｍ 第３位 坂本哲哉さん ・男子小学Ｂグループ ５０ｍ自由形
・３年女子 ３００ｍ 第４位 番沢穏穂さん 第３位 ６年 佐藤大樹さん
・３年女子 ５００ｍ 第４位 番沢穏穂さん ・男子小学Ｂグループ１００ｍ自由形
・５年男子 ５００ｍ 第５位 堀 光宏さん 第２位 ６年 佐藤大樹さん
・５年男子 １０００ｍ 第５位 堀 光宏さん ・男子小学Ｂグループ２００ｍ自由形
・６年男子 ５００ｍ 第１位 村上雄太さん 第２位 ６年 佐藤大樹さん

第２位 齊藤壮希さん 優秀選手賞 ６年 佐藤大樹さん
第６位 阿部圭汰さん

・６年男子 １０００ｍ 第１位 村上雄太さん ＊第３回是川縄文の里俳句大会 学生の部
第２位 齊藤壮希さん 八戸市文化協会長賞 ６年 木村梨乃さん
第６位 阿部圭汰さん

＊第１１回税の絵はがきコンクール
＊第２１回東北小学生スピードスケート友好大会 東北六県法人会連合会優秀賞
・２年女子 ５００ｍ第２位 ２年 村上 梢さん 青森県法人会連合会女性部会連絡協議会入賞
・２年女子１０００ｍ第２位 ２年 村上 梢さん ６年 平井優羽さん
・６年男子 ５００ｍ第３位 ６年 村上雄太さん 八戸法人会女性部会賞 ６年 福田このみさん

第５位 ６年 齊藤壮希さん
・６年男子１０００ｍ第４位 ６年 阿部圭汰さん ＊平成３０年度八戸市学校保健会児童生徒
・６年男子１５００ｍ第１位 ６年 村上雄太さん 自由研究 努力賞 ４年 越後風香さん

第２位 ６年 齊藤壮希さん
＊第４９回世界児童画展入選 ２年 岡沼陽菜さん

＊３年山本心美さんの版画作品がピアドゥアート ６年 東野晴翔さん
ストリートに展示されています。

お詫び；２月の長者小だよりの表彰者紹介の中で ２年 横内健成さん のお名前に間違いがありました。
お詫びして訂正いたします。

①学校指定のトレパンについて ・現在のトレパンのままでよい。 ９９名（５８．５％）
・新しいデザインがよい。 １８名（１０．７％）
・指定しない方がよい。 ５２名（３０．８％）

②名札の着用について ・現在のまま学校で着用がよい。１２８名（７８．０％）
・ない方がよい。 ３６名（２２．０％）

＊皆さまからのご意見やご要望を今後の教育活動の参考とさせていただきます。
アンケートへのご協力ありがとうございました。



１．日 時 平成３１年４月１９日（金）１３：１５～

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

例年，緊急事態が発生したことを想定して保護者の皆さまにご来校いただき，児童を引き渡す訓練

を実施してきましたが，来年度は１０連休もあり，日程を確保するのが難しい状況となっています。

そこで，来年度の保護者引き渡し訓練は，春休み中に教員で図上訓練（緊急事態が発生したことを想

定して，教員だけで動きを確認する訓練）を行うことにしました。保護者の皆さまがご来校いただく

必要はありません。また，これに伴ったメール配信もありません。保護者の皆さまへ児童を引き渡す

際の詳細につきましては，４月以降ホームページへ掲載し，随時確認が取れるよう配慮します。

インターネットで「八戸市みんなの給食センター」

と検索すると，食器についているキャラクターの紹介

や給食のレシピなどが掲載されています。子どもたち

に大人気のじゃじゃ麺のレシピもあります。春休み，

ご家族で給食と同じレシピで調理に取り組んでみては

いかがでしょうか。

＊１１月１９日付けのお便りでお知らせいたしましたように，卒業生の保護者のネームプレート

（来校時着用しているもの）は，そのまま差し上げますので，ご家庭でご活用ください。

＊今年度も，卒業生より一人当たり２００円を長者小学校同窓会へ納入いたしましたことをお知

らせいたします。

平成３１年度 第１回参観日のお知らせ（予定）

■■■ ありがとうございました。 ■■■

◆平成３０年度卒業生から，卒業記念品とし

て，ワンタッチイベントテントをご寄贈い

ただきました。従来使用していたテントよ

り大きく，簡単に設置できます。市内陸上

競技会などの行事で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。



【２月の主な教育活動の紹介】
【スケート愛好会の模範滑走で会場は盛り上がりました。】

◇校内スケート大会 ＜２月５日（月）＞

インフルエンザの影響が心配されましたが，予定

どおり校内スケート大会が行われました。競技では，

最後までしっかり滑走しようとする長者っ子がたく

さん見られました。ホッケーとスピードスケートの

模範滑走もあり会場は大いに盛り上がりました。好

天に恵まれた平成最後の，そして長根リンク最後の

校内スケート大会でした。

◇えんぶり鑑賞会 ＜２月１８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，

本校に上組町えんぶり組をお招きしました。本校の

児童もたくさん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２８日（木）＞

今年もお世話になった６年生へ感謝する会，「６

年生を送る会」が行われました。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年生が企画した

楽しい三択クイズや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「ありがとう」と全校で歌

った「ふるさと」はいつまでも子どもたちの心

に残ることでしょう。


