
 

 

いよいよ３学期のスタートです。約３週間の冬休み

は、お天気にも恵まれ、子どもたちも元気に楽しく過

ごせたことと思います。大掃除、年越し、書き初めな

ど

たことでしょう。

社会性を育む上で

族、地域の一員として過ごした冬休みの経験を３学期

の学校生活にもつなげてほしい

 

年度へつなぐ学期でもあります。４月

目標をもう一度見つめ、達成させて終えるようがんば

ってほしいと思います。「成功体験こそが子ども

の自主性を引き出す」と言います。自分の決めたこと

をしっかりやり遂げ、自信を

励ましていきたいと思います。

 

 

 

始業式の中で各学年の代表が発表しました。
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は、お天気にも恵まれ、子どもたちも元気に楽しく過

ごせたことと思います。大掃除、年越し、書き初めな

ど、年末年始ならではの過ごし方
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の学校生活にもつなげてほしい

 さて、３学期は１年の締めくくりの学期で
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ってほしいと思います。「成功体験こそが子ども

の自主性を引き出す」と言います。自分の決めたこと

をしっかりやり遂げ、自信を
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始業式の中で各学年の代表が発表しました。

 

 

 

 

 

 

１年  秋好香里奈

冬休みに入ってからサーカスを見に行きました。白いラ

イオンが輪をくぐるところがすごかったです。女の人が

空中ブランコで落ちなかったところもすごかったです。

また行きたいです。３学期は雲梯をがんばり

２年 尾方 

私が３学期がんばることは二つあります。一つ目は、算

数の文章問題です。分かっているところやおたずねにチ

ェックを入れながらよく読んでいきたいです。これを続

けてもっと文章問題

もっと友だちと仲良くすることです。お互いに強く言い

合ってしまう時があるので、相手の気持ちを考えて言葉

を使っていきたいです。大好きなふわふわ言葉をこれか

平成２８年度 

 

        

八幡っ子

新年あけましておめで

いよいよ３学期のスタートです。約３週間の冬休み

は、お天気にも恵まれ、子どもたちも元気に楽しく過

ごせたことと思います。大掃除、年越し、書き初めな

年末年始ならではの過ごし方

たことでしょう。伝統的な行事や

社会性を育む上でとても大切なものだと思います。

族、地域の一員として過ごした冬休みの経験を３学期

の学校生活にもつなげてほしい

さて、３学期は１年の締めくくりの学期で

年度へつなぐ学期でもあります。４月

目標をもう一度見つめ、達成させて終えるようがんば

ってほしいと思います。「成功体験こそが子ども

の自主性を引き出す」と言います。自分の決めたこと

をしっかりやり遂げ、自信を

励ましていきたいと思います。

始業式の中で各学年の代表が発表しました。

秋好香里奈 

冬休みに入ってからサーカスを見に行きました。白いラ

イオンが輪をくぐるところがすごかったです。女の人が

空中ブランコで落ちなかったところもすごかったです。

また行きたいです。３学期は雲梯をがんばり

 莉子 

私が３学期がんばることは二つあります。一つ目は、算

数の文章問題です。分かっているところやおたずねにチ

ェックを入れながらよく読んでいきたいです。これを続

けてもっと文章問題を好きになりたいです。二つ目は、

もっと友だちと仲良くすることです。お互いに強く言い

合ってしまう時があるので、相手の気持ちを考えて言葉

を使っていきたいです。大好きなふわふわ言葉をこれか
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八幡っ子

新年あけましておめでとうございます。

いよいよ３学期のスタートです。約３週間の冬休み

は、お天気にも恵まれ、子どもたちも元気に楽しく過

ごせたことと思います。大掃除、年越し、書き初めな

年末年始ならではの過ごし方もしっかり経験でき

伝統的な行事や風習は

とても大切なものだと思います。

族、地域の一員として過ごした冬休みの経験を３学期

の学校生活にもつなげてほしいものです。

さて、３学期は１年の締めくくりの学期で

年度へつなぐ学期でもあります。４月

目標をもう一度見つめ、達成させて終えるようがんば

ってほしいと思います。「成功体験こそが子ども

の自主性を引き出す」と言います。自分の決めたこと

をしっかりやり遂げ、自信をもって進級できるように

励ましていきたいと思います。 

始業式の中で各学年の代表が発表しました。

冬休みに入ってからサーカスを見に行きました。白いラ

イオンが輪をくぐるところがすごかったです。女の人が

空中ブランコで落ちなかったところもすごかったです。

また行きたいです。３学期は雲梯をがんばり

私が３学期がんばることは二つあります。一つ目は、算

数の文章問題です。分かっているところやおたずねにチ

ェックを入れながらよく読んでいきたいです。これを続

を好きになりたいです。二つ目は、

もっと友だちと仲良くすることです。お互いに強く言い

合ってしまう時があるので、相手の気持ちを考えて言葉

を使っていきたいです。大好きなふわふわ言葉をこれか

 

学校だより 

  
八幡っ子

とうございます。 

いよいよ３学期のスタートです。約３週間の冬休み

は、お天気にも恵まれ、子どもたちも元気に楽しく過

ごせたことと思います。大掃除、年越し、書き初めな

もしっかり経験でき

風習は子どもたちの

とても大切なものだと思います。

族、地域の一員として過ごした冬休みの経験を３学期

です。 

さて、３学期は１年の締めくくりの学期であり、次

年度へつなぐ学期でもあります。４月に立てた自分の

目標をもう一度見つめ、達成させて終えるようがんば

ってほしいと思います。「成功体験こそが子どもたち

の自主性を引き出す」と言います。自分の決めたこと

もって進級できるように

始業式の中で各学年の代表が発表しました。 

冬休みに入ってからサーカスを見に行きました。白いラ

イオンが輪をくぐるところがすごかったです。女の人が

空中ブランコで落ちなかったところもすごかったです。

また行きたいです。３学期は雲梯をがんばります。最後

私が３学期がんばることは二つあります。一つ目は、算

数の文章問題です。分かっているところやおたずねにチ

ェックを入れながらよく読んでいきたいです。これを続

を好きになりたいです。二つ目は、

もっと友だちと仲良くすることです。お互いに強く言い

合ってしまう時があるので、相手の気持ちを考えて言葉

を使っていきたいです。大好きなふわふわ言葉をこれか
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いよいよ３学期のスタートです。約３週間の冬休み

は、お天気にも恵まれ、子どもたちも元気に楽しく過

ごせたことと思います。大掃除、年越し、書き初めな

もしっかり経験でき

どもたちの
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あり、次
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目標をもう一度見つめ、達成させて終えるようがんば
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の自主性を引き出す」と言います。自分の決めたこと

もって進級できるように

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬休みに入ってからサーカスを見に行きました。白いラ

イオンが輪をくぐるところがすごかったです。女の人が

空中ブランコで落ちなかったところもすごかったです。

ます。最後

私が３学期がんばることは二つあります。一つ目は、算

数の文章問題です。分かっているところやおたずねにチ

ェックを入れながらよく読んでいきたいです。これを続

を好きになりたいです。二つ目は、

もっと友だちと仲良くすることです。お互いに強く言い

合ってしまう時があるので、相手の気持ちを考えて言葉

を使っていきたいです。大好きなふわふわ言葉をこれか

３年

私が三学期がんばることは三つあります。一つ目は、な

わとびの二重跳びです。今年初めて二重跳びにチャレン

ジしました。二学期までは縄を

っかかっていました。だから三学期はみんなで教えあっ

てまずは、

です。特にそろばんと大きな数のかけ算をがんばりたい

です。そろばんはお母さんが一級を

もそろばんを使って速く計算できるようにがんばりま

す。大きな数のかけ算は、かける数が二桁などになって

くるので計算ミスがないように宿題の時から確認しなが

ら解いていきたいです。三つ目は、学年関係なく仲良く

することです。進んで話しかけたり

４年

ぼくは三学期には「何事も自信をもって行動すること」

をがんばりたいです。ぼくは、二学期は恥ずかしがらず

に意見を言うことをがんばりましたが、自信がなくて声

がでない時が多かったです。そこで、冬休みはいろんな

ことに挑戦して自信をつけました。まず、失敗しても

んばる気持ちをもつために、二重跳びに挑戦しました。

今まで失敗したらあきらめてしまって跳べなかったけ

ど、３回跳べるようになりました。また、二学期は忘れ

物をしてしまうことがあったので、三学期は忘れ物をな

くしたいです。三学期は社会見学や二分の一成人式もあ

５年

私が三学期がんばることは二つあります。一つ目は発表

することです。二つ目は感謝の

学期の間も、学級活動や学習発表の場では進んでリーダ

ーをしたり、気がついたことを発表することができまし

た。でも、大勢の前など、まだ緊張して発表できないこ

とがあります。だから

ら最高学年になります。今まで

ことを引き継ぐためにも

６年

私は冬休み「家の仕事」「体力作り」「学習」をそれぞれ

「めあて

どできて良かったけど、「体力作り」の縄跳びはあまり続

きませんでした。「学習」は一日少しでもできたので良か

ったです。三学期は体力作りで縄跳びをしていきます。

また、発表もがんばりたいです。

ったり、声が小さかったりしました。だから３学期は大
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３年 佐藤 葵 

私が三学期がんばることは三つあります。一つ目は、な

わとびの二重跳びです。今年初めて二重跳びにチャレン

ジしました。二学期までは縄を

っかかっていました。だから三学期はみんなで教えあっ

てまずは、5回跳べるようになりたいです。二つ目は算数

です。特にそろばんと大きな数のかけ算をがんばりたい

です。そろばんはお母さんが一級を

もそろばんを使って速く計算できるようにがんばりま

す。大きな数のかけ算は、かける数が二桁などになって

くるので計算ミスがないように宿題の時から確認しなが

ら解いていきたいです。三つ目は、学年関係なく仲良く

することです。進んで話しかけたり

４年 衛藤 巧 

ぼくは三学期には「何事も自信をもって行動すること」

をがんばりたいです。ぼくは、二学期は恥ずかしがらず

に意見を言うことをがんばりましたが、自信がなくて声

がでない時が多かったです。そこで、冬休みはいろんな

ことに挑戦して自信をつけました。まず、失敗しても

んばる気持ちをもつために、二重跳びに挑戦しました。

今まで失敗したらあきらめてしまって跳べなかったけ

ど、３回跳べるようになりました。また、二学期は忘れ

物をしてしまうことがあったので、三学期は忘れ物をな

くしたいです。三学期は社会見学や二分の一成人式もあ

５年 上野 史 

私が三学期がんばることは二つあります。一つ目は発表

することです。二つ目は感謝の

学期の間も、学級活動や学習発表の場では進んでリーダ

ーをしたり、気がついたことを発表することができまし

た。でも、大勢の前など、まだ緊張して発表できないこ

とがあります。だから

ら最高学年になります。今まで

ことを引き継ぐためにも

６年 衛藤 詩菜

私は冬休み「家の仕事」「体力作り」「学習」をそれぞれ

めあて」を立てて過ごしました。「家の仕事」は

どできて良かったけど、「体力作り」の縄跳びはあまり続

きませんでした。「学習」は一日少しでもできたので良か

ったです。三学期は体力作りで縄跳びをしていきます。

また、発表もがんばりたいです。

ったり、声が小さかったりしました。だから３学期は大

10 日 

 

 

学校教育目標

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

 

 

私が三学期がんばることは三つあります。一つ目は、な

わとびの二重跳びです。今年初めて二重跳びにチャレン

ジしました。二学期までは縄を

っかかっていました。だから三学期はみんなで教えあっ

回跳べるようになりたいです。二つ目は算数

です。特にそろばんと大きな数のかけ算をがんばりたい

です。そろばんはお母さんが一級を

もそろばんを使って速く計算できるようにがんばりま

す。大きな数のかけ算は、かける数が二桁などになって

くるので計算ミスがないように宿題の時から確認しなが

ら解いていきたいです。三つ目は、学年関係なく仲良く

することです。進んで話しかけたり

 

ぼくは三学期には「何事も自信をもって行動すること」

をがんばりたいです。ぼくは、二学期は恥ずかしがらず

に意見を言うことをがんばりましたが、自信がなくて声

がでない時が多かったです。そこで、冬休みはいろんな

ことに挑戦して自信をつけました。まず、失敗しても

んばる気持ちをもつために、二重跳びに挑戦しました。

今まで失敗したらあきらめてしまって跳べなかったけ

ど、３回跳べるようになりました。また、二学期は忘れ

物をしてしまうことがあったので、三学期は忘れ物をな

くしたいです。三学期は社会見学や二分の一成人式もあ

 

私が三学期がんばることは二つあります。一つ目は発表

することです。二つ目は感謝の

学期の間も、学級活動や学習発表の場では進んでリーダ

ーをしたり、気がついたことを発表することができまし

た。でも、大勢の前など、まだ緊張して発表できないこ

とがあります。だから 3学期はがんばりたいです。

ら最高学年になります。今まで

ことを引き継ぐためにも 6 年生や先生方みんなへの感謝

詩菜 

私は冬休み「家の仕事」「体力作り」「学習」をそれぞれ

を立てて過ごしました。「家の仕事」は

どできて良かったけど、「体力作り」の縄跳びはあまり続

きませんでした。「学習」は一日少しでもできたので良か

ったです。三学期は体力作りで縄跳びをしていきます。

また、発表もがんばりたいです。

ったり、声が小さかったりしました。だから３学期は大

学校教育目標 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

私が三学期がんばることは三つあります。一つ目は、な

わとびの二重跳びです。今年初めて二重跳びにチャレン

ジしました。二学期までは縄を 2 回まわした時によくひ

っかかっていました。だから三学期はみんなで教えあっ

回跳べるようになりたいです。二つ目は算数

です。特にそろばんと大きな数のかけ算をがんばりたい

です。そろばんはお母さんが一級を持っているので、私

もそろばんを使って速く計算できるようにがんばりま

す。大きな数のかけ算は、かける数が二桁などになって

くるので計算ミスがないように宿題の時から確認しなが

ら解いていきたいです。三つ目は、学年関係なく仲良く

することです。進んで話しかけたり一緒に行動すること

ぼくは三学期には「何事も自信をもって行動すること」

をがんばりたいです。ぼくは、二学期は恥ずかしがらず

に意見を言うことをがんばりましたが、自信がなくて声

がでない時が多かったです。そこで、冬休みはいろんな

ことに挑戦して自信をつけました。まず、失敗しても

んばる気持ちをもつために、二重跳びに挑戦しました。

今まで失敗したらあきらめてしまって跳べなかったけ

ど、３回跳べるようになりました。また、二学期は忘れ

物をしてしまうことがあったので、三学期は忘れ物をな

くしたいです。三学期は社会見学や二分の一成人式もあ

私が三学期がんばることは二つあります。一つ目は発表

することです。二つ目は感謝の気持ちをもつことです。

学期の間も、学級活動や学習発表の場では進んでリーダ

ーをしたり、気がついたことを発表することができまし

た。でも、大勢の前など、まだ緊張して発表できないこ

学期はがんばりたいです。

ら最高学年になります。今まで 6 年生ががんばってきた

年生や先生方みんなへの感謝

私は冬休み「家の仕事」「体力作り」「学習」をそれぞれ

を立てて過ごしました。「家の仕事」は

どできて良かったけど、「体力作り」の縄跳びはあまり続

きませんでした。「学習」は一日少しでもできたので良か

ったです。三学期は体力作りで縄跳びをしていきます。

また、発表もがんばりたいです。2 学期は回数が少なか

ったり、声が小さかったりしました。だから３学期は大

 

 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！ 

私が三学期がんばることは三つあります。一つ目は、な

わとびの二重跳びです。今年初めて二重跳びにチャレン

した時によくひ

っかかっていました。だから三学期はみんなで教えあっ

回跳べるようになりたいです。二つ目は算数

です。特にそろばんと大きな数のかけ算をがんばりたい

いるので、私

もそろばんを使って速く計算できるようにがんばりま

す。大きな数のかけ算は、かける数が二桁などになって

くるので計算ミスがないように宿題の時から確認しなが

ら解いていきたいです。三つ目は、学年関係なく仲良く

一緒に行動すること

ぼくは三学期には「何事も自信をもって行動すること」

をがんばりたいです。ぼくは、二学期は恥ずかしがらず

に意見を言うことをがんばりましたが、自信がなくて声

がでない時が多かったです。そこで、冬休みはいろんな

ことに挑戦して自信をつけました。まず、失敗してもが

んばる気持ちをもつために、二重跳びに挑戦しました。

今まで失敗したらあきらめてしまって跳べなかったけ

ど、３回跳べるようになりました。また、二学期は忘れ

物をしてしまうことがあったので、三学期は忘れ物をな

くしたいです。三学期は社会見学や二分の一成人式もあ

私が三学期がんばることは二つあります。一つ目は発表

気持ちをもつことです。2

学期の間も、学級活動や学習発表の場では進んでリーダ

ーをしたり、気がついたことを発表することができまし

た。でも、大勢の前など、まだ緊張して発表できないこ

学期はがんばりたいです。4月か

年生ががんばってきた

年生や先生方みんなへの感謝

私は冬休み「家の仕事」「体力作り」「学習」をそれぞれ

を立てて過ごしました。「家の仕事」はほとん

どできて良かったけど、「体力作り」の縄跳びはあまり続

きませんでした。「学習」は一日少しでもできたので良か

ったです。三学期は体力作りで縄跳びをしていきます。

学期は回数が少なか

ったり、声が小さかったりしました。だから３学期は大


