
 

ました。前日、発熱やインフルエンザでの欠席が数

人いたので、少し不安はありましたが、朝、元気に

登校してくる子どもたちの顔を見てわずかな不安

も吹き飛びました。お天気もよく、予定通りの実施

にしました。１時間目の授業後、バスで出発。時期

が時期だけに全員マスクを着用したので、ちょっと

変わった光景となりました。

来ていたので

でしたが、

た。

微笑ましい姿がたくさん見られました。初めは、

怖々と手すりにつかまっていた子どもも、思い切っ

てリンクの中に出るようになり、歩けるようになっ

ていきました。経験値の高い高学年の中には、すぐ

に勘を取り戻して

もいました。

されてリラックスできたのか？あっという間にお

弁当を平らげました。

た子どもが低学年の手を引いてあげたり、友だちど

うしいっしょに滑ったり、午前中よりは

的になりまし

ら離れて自分ですべろうとする低学年も増え、楽し

むことができました。

一年先を楽しみにしている
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 ５・６年生の様子です。５年生は玖珠町の風景の

中から知らせたい一つを選んで版画にしています。

６年生は、修学旅行で見た歴史的建造物の中から心

に残ったものを表現しています。一つひとつのパー

ツに

な楽しそうです。

ができてくることも魅力のようです。で

楽しみです！！
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案内が来ました。応募期間は２月１日～３月３１日で

す。童話や民話の一人語りです。事前審査用に自分の

語りを録音したカセットテープ、

募の希望があるところは、申込用紙が学校にあるので

知らせて下さい。大会は
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２日（木） 本

３日（金） PTA

６日（月） 委員会活動

８日（水） 小中合同研修会

      貯金

９日（木） 郡教協第

１３日（月） 八幡

１４日（火） 第

       新入学児童保護者説明会
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第

２０日（月） 寺子屋

２３日（木） ６

２７日（月） 寺子屋

寒い時期の挨拶運動

よろしくお願いいたします

5 回久留島武彦顕彰全国語りべ大会出場者募集の

案内が来ました。応募期間は２月１日～３月３１日で

す。童話や民話の一人語りです。事前審査用に自分の

語りを録音したカセットテープ、

募の希望があるところは、申込用紙が学校にあるので

知らせて下さい。大会は

日 

 

 

学校教育目標

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

 

５・６年生の様子です。５年生は玖珠町の風景の

中から知らせたい一つを選んで版画にしています。

６年生は、修学旅行で見た歴史的建造物の中から心

に残ったものを表現しています。一つひとつのパー

色づけしては刷ることの繰り返しですが、

な楽しそうです。黒い紙に刷ることで作品の雰囲気

ができてくることも魅力のようです。で

 

本のたまてばこ

PTA 全体会

委員会活動・

小中合同研修会

貯金・ベルマークの

郡教協第 2

八幡っ子の日

第 4 回町確認

新入学児童保護者説明会

第 6 回学校運営協議会及

第 2 回学力向上会議

寺子屋・挨拶運動

６年学年末

寺子屋・挨拶運動

挨拶運動、たいへんお

いいたします

回久留島武彦顕彰全国語りべ大会出場者募集の

案内が来ました。応募期間は２月１日～３月３１日で

す。童話や民話の一人語りです。事前審査用に自分の

語りを録音したカセットテープ、

募の希望があるところは、申込用紙が学校にあるので

知らせて下さい。大会は 29 年

学校教育目標 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

５・６年生の様子です。５年生は玖珠町の風景の

中から知らせたい一つを選んで版画にしています。

６年生は、修学旅行で見た歴史的建造物の中から心

に残ったものを表現しています。一つひとつのパー

色づけしては刷ることの繰り返しですが、

黒い紙に刷ることで作品の雰囲気

ができてくることも魅力のようです。で

のたまてばこ 

全体会 19:00～（

・寺子屋・挨拶運動

小中合同研修会 

・ベルマークの日 

2 回全体会 13:00

日・寺子屋・

回町確認テスト 

新入学児童保護者説明会

回学校運営協議会及

回学力向上会議 

挨拶運動 

年学年末 PTA14:10

挨拶運動 

たいへんお疲れさまです

いいたします。 

回久留島武彦顕彰全国語りべ大会出場者募集の

案内が来ました。応募期間は２月１日～３月３１日で

す。童話や民話の一人語りです。事前審査用に自分の

語りを録音したカセットテープ、CD が要ります。

募の希望があるところは、申込用紙が学校にあるので

年 8 月 6 日です。

 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！ 

５・６年生の様子です。５年生は玖珠町の風景の

中から知らせたい一つを選んで版画にしています。

６年生は、修学旅行で見た歴史的建造物の中から心

に残ったものを表現しています。一つひとつのパー

色づけしては刷ることの繰り返しですが、みん

黒い紙に刷ることで作品の雰囲気

ができてくることも魅力のようです。できあがりが

～（全員参加）

挨拶運動 

 

13:00 下校 

・挨拶運動 

新入学児童保護者説明会 

回学校運営協議会及び 

PTA14:10～ 

れさまです。

回久留島武彦顕彰全国語りべ大会出場者募集の

案内が来ました。応募期間は２月１日～３月３１日で

す。童話や民話の一人語りです。事前審査用に自分の

が要ります。応

募の希望があるところは、申込用紙が学校にあるので

日です。 

５・６年生の様子です。５年生は玖珠町の風景の

中から知らせたい一つを選んで版画にしています。 

６年生は、修学旅行で見た歴史的建造物の中から心

に残ったものを表現しています。一つひとつのパー

みん

黒い紙に刷ることで作品の雰囲気

きあがりが

） 

 

 

。 

回久留島武彦顕彰全国語りべ大会出場者募集の

案内が来ました。応募期間は２月１日～３月３１日で

す。童話や民話の一人語りです。事前審査用に自分の

応

募の希望があるところは、申込用紙が学校にあるので


