
 

動会に始まり、１０月のふれあい学級、１１月の教

育文化祭・マラソン大会、そして１２月の関西フィ

ルコンサートと、大きな行事が続いた２学期でし

た。

どもたちが活躍する姿をたくさん見ることができ

ました。正に充実の２学期でした。

 

もたちの成長が話題になりました。登下校等で、子

どもたちを見る機会が減ったものの、出会った時は

気持ちの良い挨拶ができていることや、横断歩道で

の礼など、しっかり育っているという嬉しい言葉を

いただきました。徒歩通学で体を鍛えることも是非

続けてほしい

大切に、新年度につながる３学期にしていきます。

 

 

火曜日の全校集会

全校遊びのことを話そうと思い、子どもたちに「９

日の金曜日には、とってもいいことがありました。

さて、何だったでしょう。覚えていますか？」

と、切り出すと、たくさんの子どもたちから手が挙

がりました。「かそこじぞうの劇をしました。」「

かおに

かったことが次々と発表されました。「楽しかっ

た！」と

あることをとてもうれしく思いました。時間があれ

ば全部発表させてあげたいと思いながら・・・・・

『学校便り』を読んで、全校遊びのことを話し

た。

んなが一つになれた楽しさを改めて共有すること

ができました。「３学期も是非！」とお願いすると、

６年生から頼もしい笑顔が返って来ました。

 

り返る発表をしました。
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ば全部発表させてあげたいと思いながら・・・・・

『学校便り』を読んで、全校遊びのことを話し

た。みんな「ああ」と納得した表情でした。全校み

んなが一つになれた楽しさを改めて共有すること

ができました。「３学期も是非！」とお願いすると、
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  終業式の中では、１年生と６年生が２学期を振

り返る発表をしました。

 

 

２学期がんばったことは、

（咲）運動会の応援を大きな声を出してがんばりました。

（香里奈）リレーで全力を出しました。
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２学期の「宝」を

大切に、新年度につながる３学期にしていきます。 

日にあった

全校遊びのことを話そうと思い、子どもたちに「９
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終業式の中では、１年生と６年生が２学期を振

運動会の応援を大きな声を出してがんばりました。 
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（愛唯）

（麗夢

（柚羽）ダンスのふりつけを覚えました。

（華恋

（桜聖

（流星

ふれあい学級では『ぞうれっしゃ』を歌いました。

マラソン大会では、最後まで走りました。

３学期も

 

  

私たち

した。その漢字は、『超』。この字は「こえる」「すぐ

れる」という意味をもっています。

（美咲）私たちは学級のテーマにもあるように、切磋

（実咲）

（真央）運営委員会に入って全校集会のときにみんな

（夏楓）社会が苦手だったけれど歴史を勉強している

（詩菜）困った時などみんなで助け合ったり協力した

３月、私たちは八幡小学校を卒業します。これからも

５人で切磋琢磨し、全員が輝きを見つけられるように

がんばります。

 

＊２学期も温かいご支援・ご協力をありがとうござい

ました。
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（友大）おどりの振り付けを全部覚えました。

（愛唯）ダンスのリズムに合わせて踊りました。

麗夢）ダンスのふりを全部覚えました。

（柚羽）ダンスのふりつけを覚えました。

（華恋）ダンスのふりを全部覚えて踊りました。

桜聖）ダンスのふりを全部覚えられました。

流星）徒競走で最後まで走り抜きました。

ふれあい学級では『ぞうれっしゃ』を歌いました。

マラソン大会では、最後まで走りました。

３学期もがんばります。

私たち 6 年生は、今年一年を表す漢字一文字を考えま

した。その漢字は、『超』。この字は「こえる」「すぐ

れる」という意味をもっています。

美咲）私たちは学級のテーマにもあるように、切磋

琢磨して五人一人一人違いを認め合うことがで

きました。運動会では去年の自分を超える最高学

年として全校みんなを

うにという目標をもち、運動会という大きな壁を

越えることができました。

（実咲）6 年生で協力することができました。その中

でも誰か一人が困っていると大丈夫、どうしたの

と優しく聞いてあげることが多くなり、みんなで

いろいろなことを

（真央）運営委員会に入って全校集会のときにみんな

の前で大きな声を出すことができました。今まで

人前で大きな声で話すのが苦手だった自分を超

えることができました。

（夏楓）社会が苦手だったけれど歴史を勉強している

うちに社会が楽しくなったので、苦手な社会を超

えることができました。

（詩菜）困った時などみんなで助け合ったり協力した

りしてきました。

時、みんなが片付けを

と優しく声をかけてくれ悲しいことを超える

とができました。

３月、私たちは八幡小学校を卒業します。これからも

５人で切磋琢磨し、全員が輝きを見つけられるように

がんばります。 

＊２学期も温かいご支援・ご協力をありがとうござい

ました。３学期もよろしくお願いいたします。
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