
 

 

 

平成２８年度

～地域の方々といっしょに
 

 絶好の田植え日和となった昨日、全校田植えをし

ました。着替えや水筒など大荷物を持って登校して

きた子どもたちを見ると、今日の田植えをとても楽

しみにしていることがわかりました。

班ごとに並んで田んぼに行くと、たくさんの

が応援に来て下さっているのに驚

先生であるＮさんご夫妻、地域コーディネータ

Ｈさんを始め

の会長であるＫさん、Ｙさん、Ｎ

Ｆさん。自治会館のＴさんに、教育委員会からはＹ

さんも来て下さいました。

いよいよ田植えのスタートです。案の定、田んぼ

に足を踏み入れると、ひんやりした泥田の感触に悲

鳴があがりましたが、それも一瞬で、すぐに慣れた

ようでした。赤い玉を目印に、どんどん苗を植えて

いきました。Ｓ

くポイントを教えていただいたものの、やはり泥に

足を取られて思うように動けない子どもも多く、あ

っという間にどろんこになってしまいました。それ

でも、一列に並んで、最後まで丁寧に苗を植えるこ

とができました。昨年より早い作業で、「さすが積

み重ねてきただけはある。」と褒められました。終

わりの会では、たくさんの子どもが感想発表をしま

した。「転んだけど、最後までがんばりました。」「一

年生は初めてだったけど楽しそうでした。」等、ど

の子どももやり遂げた達成感を味わったようです。

秋の収穫を楽しみに、これからは４．５年生がお

世話をしてくれます。

お忙しい中、本当に

たくさんの方々のご厚

意に感謝します。地域

の方々の温かい

に包まれた体験活動

なりました。

ありがとうございました。
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2016 年 6 月 3 日

文責 御手洗

Tel  72-0414 

４・５月の生活目標は、あいさつでし

た。錨田の横断歩道や志津里橋、

で、朝の挨拶をすすめてきました。低学年

は特に、大きい声比べの

ったのか、とても元気のいい挨拶ができ

ようになりました。

て気持ちのよい挨拶をしてくれま

一斉下校の時など、学校中に大きな挨拶が

響き渡ったように思います。

お家ではどうでしたか？朝起きてから進

んで挨拶ができていますか？

ちんと聞き取れる挨拶ができていますか？

先日の一斉下校

以上の人？」と尋ねる

もが意外にも少なかったです。まだまだ「伸

びしろ」があるとい

き続き取り組んでいきます。

 

大きな声

元気よく

６月の生活目標

「です」「

八幡マインドの二つめの内容となる「言葉

づかい」をよくする取組が始まります。６

月の生活目標は、「『です』『ます』をつかっ

て話をしよう。」です。年度当初、実態を出

し合ったところ、単語だけで終わっていた

り、語尾がはっきりしなかったりするとい

うことが話題になりました。みんなで考え

を出し合って学習する授業においても、友

だちの思いを知り

うになるためにも

ーションは大事です。授業の中でお手本を

示し、休み時間等でも当たり前に使えるよ

うに働きかけていきます

日 
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