
 

 

 

 

  

 

 ５月１６日、寺子屋開校式がありました。いよ

いよ今年度の寺子屋のスタートです。

の方が参加して下さいました。

 音楽室で行われた開校式では、

でなく、話の聞き方や粘り強く取り組むことなど

学ぶ姿勢についてもアドバイスがありました。

八幡っ子のがんばりが応援できることがとても

うれしいと

気いっぱいになったようでした。

その後、

の寺子屋学習がありま

したが、それぞれ自分

の決めためあてに向か

っていっしょうけんめ

い取り組んでいました。

寺子屋デビューの２年生は、合格のシールが

もうれしい様子で、にっこり笑ってみせてくれま

した。目指す児童像の一つである「すすんで学習」

を力強く後押しして下さる取り組みです。ありが

とうございます。
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２日（木） 全校田植え

３日（金） 緊急連絡訓練（朝

６日（月） 寺子屋学習②

７日（火） 全校集会（生活委員会発表）

８日（水） 貯金・ベルマークの日

９日（木） プール開き

１０日（金） 小中合同草刈り作業
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