
 

 

 

 

  

 

 4 月 26 日、今年度の

出席率の高さに感謝するとともに、保護者の方々

とようやく対面でき、ほっとしました。本格的な

28 年度の始動を迎え、気持ちのよい緊張感を感じ

ています。

総会の中では、会務や

て 27 年度の振り返りが行われました。役員会や

専門部会を始め人権や健全育成に関わる活

の参加等、少ない出校家庭の中でしっかり取り組

まれており

ることを改めて

も担っての

度もよろし

 

諸報告に先立って、学校運営についてもお話し

させていただきました。

 「自分で考え、進んで行動する八幡っ子の育成」

を学校教育目標に掲げ、すすんで学習する子ど

も、すすんで心育てをする子ども、すすんで体力

づくりをする子どもを育てていきます。

そのために取り組むことが知・徳・体の３つの

柱ごとにあります。

 

 

 

 

 

〇国語科や算数科を中心に自分の考えを表現し、

交流する活動を仕組みます。

〇週一回朝活動でスピーチタイムを設け

あった話し方

◎家庭では、家庭学習の習慣化をお願いします。

 

 

 

 

 

〇あいさつや整理整頓を月目標に設定し、集中し

て取り組みます。

 

平成２８年度

PTA 総会
ありがとうございました

【知】 

基礎基本の定着と表現力（話す・聞く力）の育

成をめざします。

 

【徳】 

八幡マインド（あいさつ・言葉遣い・整理整頓）

の育成をめざします。
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〇あいさつや整理整頓を月目標に設定し、集中し

〇全校の中でがんばっている児童を紹介し、子

どもたちの意欲を引き出します。

◎月曜日の挨拶運動、ありがとうございます。

子どもたちの様子を是非知らせてください。

家庭での、あいさつや傘・靴そろえもよろし

くお願いいたします。

 

 

 

 

 

〇遊具を使った外遊びを奨励します。

〇瞬発力や柔軟性が伸びるよう体育の授業改

善等に取り組みます。

◎基本的な生活習慣の確立にご協力ください。

「徒歩通学」と「早寝・早起き・朝ご飯」は是

非定着させましょう。

   

PTA

た。

 

 

 

 

 

 

学級や地域で声を掛け合って

きましょう。
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テーマ

自分のことが自分でできるわが子を育てよ

〇家庭学習習慣の確立

〇相手の目を見てあいさつ

〇早寝・早起き・朝ご飯の徹底

   

基礎基本の定着と表現力（話す・聞く力）の育

八幡マインド（あいさつ・言葉遣い・整理整頓） 

【体】

昨年度の体力テストで全国平均を下回った項

目を中心に改善を目指します。
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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！
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