
 

 

 

 

 

 １２日の火曜日、９名の新一年生が八幡小学校

の仲間入りをしました。６年生に手を引かれて入

場した時は、緊張しているようにも見えました

が、来賓席や保護者席に手を振る姿も見られ、物

怖じしない様子が頼もしかったです。

式辞の中では、１年生の入学を心待ちにしてい

たことを伝えるとともに、元気に楽しく学校生活

が送れるように、３つのお願いをしました。

ごはんとあんぜん

３つの「あ」で印象づけました。お家や学級で時々

確かめをして、しっかり取り組んでほしいと思い

ます。 

式の中では、在校生からのお祝いの

える「よびかけ」もありました。学習や生活の様

子を大きな声でしっかりお知らせすることがで

き、上級生としての責任を果たせたように思いま

す。翌日からの学校生活でも、登校や始業のお世

話にはり切る上級生の姿が見られます。学校全体

が明るく、前向きな雰囲気に包まれています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

＊１年生は、「ちえ」と「やさしさ」と「ゆうき」

のある“にじいろのさかな”

 

平成２８年度
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大きな喜びにつつまれて
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  始業日から感心しているのが、子どもたちの

挨拶です。朝登校してくると、ほとんどの子ど

もたちが職員室で挨拶をしてくれます。

「校長先生、おはようございます。」と。本当

に新鮮な喜びでした。「校長先生」と名前をつ

けてくれることで、こちらにも心構えができ、

自然と背筋が伸びる感じがします。目と目がし

っかり合って言葉を交わせるのもとてもいい

ですね。八幡小の自慢第一号！になりそ

うです。

  昨日（

も地区のお兄さんやお姉さ

んに連れられて、「職員室

での挨拶デビュー」を果た

していました。まだちょっ

と恥ずかしい様子ですが、

すぐに堂々と大きな声でできるようになるこ

とでしょう。

 

 

 

県内児童の学力や学習状況を把握し、今後の

取組に生かす目的で、大分県学力定着状況調査

が実施されました。本校の５年生も、いつもと

違う緊張感の中、しっかり問題と向き合いまし

た。国語・算数・理科に加え、学習や生活の様

子、友だちとの関わり等をみる質問紙調査もあ

り、午前中いっぱいテストという状況でした。

どの調査も時間いっぱいあきらめずに取り組

んでいましたが、新学期早々のテストにちょっ

と苦戦している様子も見られました。終了後

「どうだった？」と声をかけると、顔を赤くし

「頭が疲れた

了後の給食はい

でしょう。１学期後半に結果が出る予定です。

校内においてもこれまでの取組の成果と課題

をしっかり検証し、子どもたちの「わかった」

「できた」を引き出す授業につなげていきたい

と思います。
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学校教育目標

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

 

八幡っ子の伝統 

１年生にもひろげよう！！！！

挑戦！！！ 

大分県学力定着状況調査

始業日から感心しているのが、子どもたちの

挨拶です。朝登校してくると、ほとんどの子ど

もたちが職員室で挨拶をしてくれます。

「校長先生、おはようございます。」と。本当

に新鮮な喜びでした。「校長先生」と名前をつ

けてくれることで、こちらにも心構えができ、

自然と背筋が伸びる感じがします。目と目がし

っかり合って言葉を交わせるのもとてもいい

ですね。八幡小の自慢第一号！になりそ

日）は、１年生 

も地区のお兄さんやお姉さ 

 

での挨拶デビュー」を果た 

していました。まだちょっ 

と恥ずかしい様子ですが、 

すぐに堂々と大きな声でできるようになるこ

県内児童の学力や学習状況を把握し、今後の

取組に生かす目的で、大分県学力定着状況調査

が実施されました。本校の５年生も、いつもと

違う緊張感の中、しっかり問題と向き合いまし

た。国語・算数・理科に加え、学習や生活の様

子、友だちとの関わり等をみる質問紙調査もあ

り、午前中いっぱいテストという状況でした。

どの調査も時間いっぱいあきらめずに取り組

んでいましたが、新学期早々のテストにちょっ

と苦戦している様子も見られました。終了後

「どうだった？」と声をかけると、顔を赤くし

とこぼす子どももいました。終

つも以上においしかったこと

でしょう。１学期後半に結果が出る予定です。

校内においてもこれまでの取組の成果と課題

をしっかり検証し、子どもたちの「わかった」

「できた」を引き出す授業につなげていきたい

学校教育目標 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

１年生にもひろげよう！！！！

 

大分県学力定着状況調査 

始業日から感心しているのが、子どもたちの

挨拶です。朝登校してくると、ほとんどの子ど

もたちが職員室で挨拶をしてくれます。 

「校長先生、おはようございます。」と。本当

に新鮮な喜びでした。「校長先生」と名前をつ

けてくれることで、こちらにも心構えができ、

自然と背筋が伸びる感じがします。目と目がし

っかり合って言葉を交わせるのもとてもいい

ですね。八幡小の自慢第一号！になりそ 

すぐに堂々と大きな声でできるようになるこ

県内児童の学力や学習状況を把握し、今後の

取組に生かす目的で、大分県学力定着状況調査

が実施されました。本校の５年生も、いつもと

違う緊張感の中、しっかり問題と向き合いまし

た。国語・算数・理科に加え、学習や生活の様

子、友だちとの関わり等をみる質問紙調査もあ

り、午前中いっぱいテストという状況でした。

どの調査も時間いっぱいあきらめずに取り組

んでいましたが、新学期早々のテストにちょっ

と苦戦している様子も見られました。終了後

「どうだった？」と声をかけると、顔を赤くし

とこぼす子どももいました。終

つも以上においしかったこと

でしょう。１学期後半に結果が出る予定です。

校内においてもこれまでの取組の成果と課題

をしっかり検証し、子どもたちの「わかった」

「できた」を引き出す授業につなげていきたい

 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！ 

１年生にもひろげよう！！！！ 


