
 

 

 

二学期です。今年は、ラジオ体操やプール使用日を

例年より

向上が

どもたちの姿からは、かなりの自信がのぞかれます

が・・・・学級ごとの反省を楽しみにしたいと思い

ます。

節目に、

大きな

目となる

日々の学習や

と

２学期も、重点目標は同じです。

〇すすんで学習

体力づくりを合い言葉に、自分で考えすすんで行動

する八幡っ子の育成を進めていきます。

ことばタイム

言語（文法）のドリル学習を実施します。「漢字は

読めるけど、書けない」という子どもたちの弱点

克服

ハッスル集会

します。６月の体力テストで、八幡っ子は瞬発力や

遠投力

た。遊びの要素を取り入れた集団ゲームでパワーア

ップを目指します。全校の子どもたちと先生方が全

員で汗をかいてハッスル

をお知らせしていきます。お家でも話題にされて、

根気強く取り組めるよう励ましていただけるとあ

りがたいです。２学期も応援よろしくお願いいたし

ます。
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３９日間の夏休みが終わり、いよいよ今日から

二学期です。今年は、ラジオ体操やプール使用日を

例年より増やし

向上が図られたでしょうか。

どもたちの姿からは、かなりの自信がのぞかれます

が・・・・学級ごとの反省を楽しみにしたいと思い

ます。 

さて、２学期は学校教育活動の充実期です。

節目に、運動会や教育文化祭、ふれいあい学級など

大きな行事が

目となる活動で

日々の学習や

と思います。

２学期も、重点目標は同じです。

〇すすんで学習

体力づくりを合い言葉に、自分で考えすすんで行動

する八幡っ子の育成を進めていきます。

１学期の反省を活かした取り組みとしては、

ことばタイム

金曜日の朝活動を言葉タイムに位置づけ、漢字や

言語（文法）のドリル学習を実施します。「漢字は

読めるけど、書けない」という子どもたちの弱点

克服し、読みの力にもつなげていきます。

ハッスル集会

隔週で木曜日にハッスル集会

します。６月の体力テストで、八幡っ子は瞬発力や

遠投力、走力に伸びしろが大きいことがわかりまし

た。遊びの要素を取り入れた集団ゲームでパワーア

ップを目指します。全校の子どもたちと先生方が全

員で汗をかいてハッスル

学校だよりの中で、子どもたちのがんばりの様子

をお知らせしていきます。お家でも話題にされて、

根気強く取り組めるよう励ましていただけるとあ

りがたいです。２学期も応援よろしくお願いいたし

ます。 
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八幡っ子

３９日間の夏休みが終わり、いよいよ今日から

二学期です。今年は、ラジオ体操やプール使用日を

増やしましたが、健康な体づくりや体力の

図られたでしょうか。

どもたちの姿からは、かなりの自信がのぞかれます

が・・・・学級ごとの反省を楽しみにしたいと思い

さて、２学期は学校教育活動の充実期です。

運動会や教育文化祭、ふれいあい学級など

があります。

活動で爆発的な力

日々の学習や生活にしっかり取り組んでいきたい

ます。 

２学期も、重点目標は同じです。

〇すすんで学習 〇すすんで心育て

体力づくりを合い言葉に、自分で考えすすんで行動

する八幡っ子の育成を進めていきます。

１学期の反省を活かした取り組みとしては、

ことばタイム 

曜日の朝活動を言葉タイムに位置づけ、漢字や

言語（文法）のドリル学習を実施します。「漢字は

読めるけど、書けない」という子どもたちの弱点

し、読みの力にもつなげていきます。

ハッスル集会 

で木曜日にハッスル集会

します。６月の体力テストで、八幡っ子は瞬発力や

、走力に伸びしろが大きいことがわかりまし

た。遊びの要素を取り入れた集団ゲームでパワーア

ップを目指します。全校の子どもたちと先生方が全

員で汗をかいてハッスル

学校だよりの中で、子どもたちのがんばりの様子

をお知らせしていきます。お家でも話題にされて、

根気強く取り組めるよう励ましていただけるとあ

りがたいです。２学期も応援よろしくお願いいたし
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二学期です。今年は、ラジオ体操やプール使用日を

ましたが、健康な体づくりや体力の

図られたでしょうか。真っ黒に日焼けした子

どもたちの姿からは、かなりの自信がのぞかれます

が・・・・学級ごとの反省を楽しみにしたいと思い

さて、２学期は学校教育活動の充実期です。

運動会や教育文化祭、ふれいあい学級など

あります。地道な努力

爆発的な力を発揮できるよう

しっかり取り組んでいきたい
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体力づくりを合い言葉に、自分で考えすすんで行動

する八幡っ子の育成を進めていきます。

１学期の反省を活かした取り組みとしては、

曜日の朝活動を言葉タイムに位置づけ、漢字や

言語（文法）のドリル学習を実施します。「漢字は

読めるけど、書けない」という子どもたちの弱点

し、読みの力にもつなげていきます。
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します。６月の体力テストで、八幡っ子は瞬発力や

、走力に伸びしろが大きいことがわかりまし

た。遊びの要素を取り入れた集団ゲームでパワーア

ップを目指します。全校の子どもたちと先生方が全

員で汗をかいてハッスルします。 

学校だよりの中で、子どもたちのがんばりの様子

をお知らせしていきます。お家でも話題にされて、

根気強く取り組めるよう励ましていただけるとあ

りがたいです。２学期も応援よろしくお願いいたし

お忙しい中、プール

監視ありがとうござ

いました。
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発揮できるように
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する八幡っ子の育成を進めていきます。 
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八幡っ子 

３９日間の夏休みが終わり、いよいよ今日から 

二学期です。今年は、ラジオ体操やプール使用日を

ましたが、健康な体づくりや体力の

真っ黒に日焼けした子

どもたちの姿からは、かなりの自信がのぞかれます

が・・・・学級ごとの反省を楽しみにしたいと思い

節目

運動会や教育文化祭、ふれいあい学級など

積み重ね、節

に、

しっかり取り組んでいきたい

〇すすんで

体力づくりを合い言葉に、自分で考えすすんで行動

１学期の反省を活かした取り組みとしては、 

曜日の朝活動を言葉タイムに位置づけ、漢字や

言語（文法）のドリル学習を実施します。「漢字は

読めるけど、書けない」という子どもたちの弱点を

を実施

します。６月の体力テストで、八幡っ子は瞬発力や

、走力に伸びしろが大きいことがわかりまし

た。遊びの要素を取り入れた集団ゲームでパワーア

ップを目指します。全校の子どもたちと先生方が全

学校だよりの中で、子どもたちのがんばりの様子

をお知らせしていきます。お家でも話題にされて、

根気強く取り組めるよう励ましていただけるとあ

りがたいです。２学期も応援よろしくお願いいたし

 

 

 

 ２６日の夕方、小中合同の草刈り・草むしりがあ

りました。平日の夕方なので、お仕事を引き上げて

駆けつけてくださったお家の方もいらっしゃった

ことでしょう。ありがとうございます。夏休みの間

にすっかり伸びてしまった草が綺麗に刈られ、すっ

きりしました。これから運動会の練習に思いっきり

取り組み、１１日には最高のパフォーマンスをお見

せできるようがんばります。

 また、合同草刈りに先立って、

による太田川両岸

刈りの時間内では終了できないということで、

役員さんを中心

な上に

かけました

 

 

       

 

 

 

１日（木）夏休み作品展スタート（７日まで）

     

４日（日）６年親子レク

５日（月）挨拶運動

６日（火）敬老会草刈り作業

７日（水）運動会リハーサル

１０日（土）出校日（弁当持参）

１１日（日）秋季大運動会

１２日（月）振替休業

１３日（火）振替休業

１６日（金）全校稲刈り

２０日（火）

      

２６日（月）挨拶運動

２８日（火）児童会役員選挙

２９日（木）第

３０日（金）郡教協第

小中合同草刈

草刈
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文責 御手洗 

Tel  72-0414 

２６日の夕方、小中合同の草刈り・草むしりがあ

りました。平日の夕方なので、お仕事を引き上げて

駆けつけてくださったお家の方もいらっしゃった

ことでしょう。ありがとうございます。夏休みの間

にすっかり伸びてしまった草が綺麗に刈られ、すっ

きりしました。これから運動会の練習に思いっきり

取り組み、１１日には最高のパフォーマンスをお見

せできるようがんばります。

また、合同草刈りに先立って、

による太田川両岸

刈りの時間内では終了できないということで、

役員さんを中心に

な上に足場の悪い場所での作業で、大変お骨折りを

かけました。重ねて感謝いたします。

        

１日（木）夏休み作品展スタート（７日まで）

      本のたまてばこ

４日（日）６年親子レク

５日（月）挨拶運動

６日（火）敬老会草刈り作業

７日（水）運動会リハーサル

１０日（土）出校日（弁当持参）

１１日（日）秋季大運動会

１２日（月）振替休業

１３日（火）振替休業

１６日（金）全校稲刈り

２０日（火）PTA

      挨拶運動

２６日（月）挨拶運動

２８日（火）児童会役員選挙

２９日（木）第 2

３０日（金）郡教協第

小中合同草刈

草刈り ありがとうございました

29 日 

 

 

学校教育目標

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

 

２６日の夕方、小中合同の草刈り・草むしりがあ

りました。平日の夕方なので、お仕事を引き上げて

駆けつけてくださったお家の方もいらっしゃった

ことでしょう。ありがとうございます。夏休みの間

にすっかり伸びてしまった草が綺麗に刈られ、すっ

きりしました。これから運動会の練習に思いっきり

取り組み、１１日には最高のパフォーマンスをお見

せできるようがんばります。

また、合同草刈りに先立って、

による太田川両岸の草刈りが行われました。合同草

刈りの時間内では終了できないということで、

に計画してい

足場の悪い場所での作業で、大変お骨折りを

重ねて感謝いたします。

 

 

１日（木）夏休み作品展スタート（７日まで）

本のたまてばこ

４日（日）６年親子レク 

５日（月）挨拶運動 

６日（火）敬老会草刈り作業

７日（水）運動会リハーサル

１０日（土）出校日（弁当持参）

１１日（日）秋季大運動会 9

１２日（月）振替休業 

１３日（火）振替休業 

１６日（金）全校稲刈り 

PTA 三役会・第

挨拶運動 

２６日（月）挨拶運動・寺子屋

２８日（火）児童会役員選挙

2 回 PTA 全体会

３０日（金）郡教協第 2 回授業研究会

小中合同草刈り・有志

ありがとうございました

学校教育目標 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

２６日の夕方、小中合同の草刈り・草むしりがあ

りました。平日の夕方なので、お仕事を引き上げて

駆けつけてくださったお家の方もいらっしゃった

ことでしょう。ありがとうございます。夏休みの間

にすっかり伸びてしまった草が綺麗に刈られ、すっ

きりしました。これから運動会の練習に思いっきり

取り組み、１１日には最高のパフォーマンスをお見

せできるようがんばります。 

また、合同草刈りに先立って、21 日の朝、有志

の草刈りが行われました。合同草

刈りの時間内では終了できないということで、

計画していただきました。

足場の悪い場所での作業で、大変お骨折りを

重ねて感謝いたします。 

１日（木）夏休み作品展スタート（７日まで）

本のたまてばこ 

 

６日（火）敬老会草刈り作業 

７日（水）運動会リハーサル 一斉下校

１０日（土）出校日（弁当持参） 

9 時開会 

三役会・第 4 回学校運営協議会

・寺子屋 

２８日（火）児童会役員選挙 

全体会 19:30～（全員参加）

回授業研究会 13:00

有志による河川両岸

ありがとうございました

 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！ 

２６日の夕方、小中合同の草刈り・草むしりがあ

りました。平日の夕方なので、お仕事を引き上げて

駆けつけてくださったお家の方もいらっしゃった

ことでしょう。ありがとうございます。夏休みの間

にすっかり伸びてしまった草が綺麗に刈られ、すっ

きりしました。これから運動会の練習に思いっきり

取り組み、１１日には最高のパフォーマンスをお見

日の朝、有志

の草刈りが行われました。合同草

刈りの時間内では終了できないということで、PTA

ただきました。広範囲

足場の悪い場所での作業で、大変お骨折りを

 

１日（木）夏休み作品展スタート（７日まで） 

一斉下校 

回学校運営協議会 

～（全員参加）

13:00 下校 

河川両岸の

ありがとうございました。 

２６日の夕方、小中合同の草刈り・草むしりがあ

りました。平日の夕方なので、お仕事を引き上げて

駆けつけてくださったお家の方もいらっしゃった

ことでしょう。ありがとうございます。夏休みの間

にすっかり伸びてしまった草が綺麗に刈られ、すっ

きりしました。これから運動会の練習に思いっきり

取り組み、１１日には最高のパフォーマンスをお見

日の朝、有志

の草刈りが行われました。合同草

PTA

広範囲

足場の悪い場所での作業で、大変お骨折りを

～（全員参加） 


