
 

 

 

 

 

平成２８年度がスタート

学校自慢で宝の山をつくろう

 

 ４月８日

が行われました。「どんな先生かな」と、きらきら

した瞳で先生方を

が印象的でした。

 始業式の中では、今年度

叶えたい夢についてお話しました。それは、八幡

小学校に学校自慢の宝の山をつくることです。今

はまだ空っぽの宝箱が、あいさつや返事、学習や

運動の自慢でいっぱいになるように、いっしょに

がんばろうと呼びかけました。子どもたちの素直

な反応がうれしかったです。

すでに今年度の具体的な取組については知・

徳・体の３つのチーム

子どもたちの意欲を引き出し、達成感を味わえる

取組を通して子どもたち自身が自信をつける「宝」

をたくさんつくっていきたいと思います。

一年間どうぞよろしくお願いいたします。

◇◇

定期異動により、５

制でがんばります。

の田中先生が、

さいます。

した授業が期待できそうです。
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御手洗小百合

穴井 信義

中村 朋子

年担任 橋本 千尋

年担任 長野 悟士

平川 和徳

 五島 素子
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英  広美
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名の先生を迎えて新任式

が行われました。「どんな先生かな」と、きらきら

じっと見つめる子どもたちの姿

いよいよ 28年度の始まりです。

始業式の中では、今年度八幡小学校のみんなと

叶えたい夢についてお話しました。それは、八幡

小学校に学校自慢の宝の山をつくることです。今

はまだ空っぽの宝箱が、あいさつや返事、学習や

運動の自慢でいっぱいになるように、いっしょに

がんばろうと呼びかけました。子どもたちの素直

な反応がうれしかったです。 

すでに今年度の具体的な取組については知・

で準備が進められています。

子どもたちの意欲を引き出し、達成感を味わえる

を通して子どもたち自身が自信をつける「宝」

をたくさんつくっていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。
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名が着任しました。

 尚、本年度も、八幡中学校

３年生以上の体育を担当してくだ

週２回ではありますが、
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御手洗小百合 北山田小より

信義 本校３年め

朋子 本校４年め

千尋 本校２年め

悟士 日田市立桂林小より

和徳 本校２年め

素子 本校４年め

里美 日田市立戸山中

有香 大分市立大在西小より

梅木智賀子 本校２年め

順子 森中央小より

西野眞起子 本校

広美 本校２年め

 学校だより
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 文責

Tel 
八幡っ子 

学級開き

学級担任が決まってから、忙しく学級の準備

をする先生方を見てきました。

子どもたちとどんな出会いをするのか、子ど

もたちのやる気をどう引き出すのかを楽しみ

に学級を見て回りました。

【２・３年生】

橋本千尋先生は、「運動が大好き」「楽しいこ

とが大好き」

んばった後は

ばりを認め合う活動をしようと話しました。

わくわくする活動への期待で、子どもたち

自然と明るい

【４・５年生】

長野

を紹介して、学級づくりへの意気込みを語り

ました。「しょうかいっしん」と読むこの言葉

には、年が上の者も下の者も心を一つに合わ

せればどんな問題も解決できるという意味が

あるそうです。複式学級を意識したすてきな

言葉ですね。その後、

手作りの（前日深夜

まで夜なべをしたそうで

す）桜カードをもらった

子どもたちは、学習や生

活のめあてを書いていま

した。

【６年生】

「一年後、どんな卒業をしたいですか？」と

いうストレートな問いかけを平川先生はしま

した。ちょっと面食らった様子の子

でしたが、３月の卒業式を思い出しながらそ

れぞれが一年後を描いていました。その日を

迎えるためのこれからの毎日ということで、
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【４・５年生】

長野先生は、中国の偉人の言葉「上下一心」

を紹介して、学級づくりへの意気込みを語り

ました。「しょうかいっしん」と読むこの言葉

には、年が上の者も下の者も心を一つに合わ

せればどんな問題も解決できるという意味が

あるそうです。複式学級を意識したすてきな
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れぞれが一年後を描いていました。その日を

迎えるためのこれからの毎日ということで、
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～新鮮な出会いを～

学級担任が決まってから、忙しく学級の準備

をする先生方を見てきました。

子どもたちとどんな出会いをするのか、子ど

もたちのやる気をどう引き出すのかを楽しみ

に学級を見て回りました。
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橋本千尋先生は、「運動が大好き」「楽しいこ

と自己紹介し、学習や運動をが

、みんなで「パーティ」やがん

ばりを認め合う活動をしようと話しました。

わくわくする活動への期待で、子どもたち

笑顔になっていました。

【４・５年生】 

先生は、中国の偉人の言葉「上下一心」
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手作りの（前日深夜 2時

まで夜なべをしたそうで
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「一年後、どんな卒業をしたいですか？」と
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した。ちょっと面食らった様子の子

でしたが、３月の卒業式を思い出しながらそ

れぞれが一年後を描いていました。その日を

迎えるためのこれからの毎日ということで、

願いを出し合い、

らを

としての学級テーマ

ができあがりました。

学校教育目標

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！
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