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 あけましておめでとうございま

す。 

 皆様方には、よい新年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。本

年もどうか皆様方の温かい御支援

御協力をいただきますようよろし

くお願いいたします。 

 さて、２学期末にはインフルエンザの大流行で終

業式もさみしいものでしたが、今日の始業式ではほ

とんどの子供たちが元気に登校することができ、３

学期をスタートすることができました。 

３学期の学校経営の重点を「つなぐ３学期」とし

ました。３学期は、子供たちにとって大切な学期で

す。それは、これまで１学期２学期と学習してきた

ことをしっかりと身についているか確実にふりか

えり、次年度にむけてつなげていかなければなりま

せん。 

また、学校としては来年度の教育計画を立案する

大事な時期でもあります。特に来年度は２０２０年

から完全実施される新しい学習指導要領の移行期

間に入り、その趣旨を踏まえた計画にする必要があ

ります。そのためにも、今年度の成果をしっかりと

次年度につなげていかなければなりません。 

本日の始業式では、「ユズリハ」

の話をしました。「ツルシバ」とも

呼ばれます。若葉が伸びてから古

い葉が落ちることから、これを親

が成長した子どもに後を譲るのに

たとえて、おめでたい木とされ、古

くから正月飾りに使われています。親から子へ家が

代々と受け継がれ繁栄しますようにという願いが

込められています。 

学校も同様だと考えます。学校の伝統は卒業生か

ら在校生へしっかりと受け継がれ、譲り渡されてい

かなければなりません。この３学期は卒業生から在

校生へしっかりと伝統を受け継ぎ、つないでいって

もらいたいと思います。 

子供たち一人一人の成長についても同じです。１

年１年成長を振り返り次の成長に向かって意欲を

高め、気持ちをつなげていくことでさらなる成長に

つながります。 

この３学期、子供たちの成長をしっかりと確認し

次年度へつなげていける学期にしたいと思います。

皆様方には引き続き御支援・御協力いただきますよ

うよろしくお願いします。 

 

 

 

元旦恒例の生月島

縦断駅伝大会が行わ

れ、5，6 年生の中か

ら選手として 15 名

がエントリーし 12

名が、沿道からの声

援を受けて、一生懸

命走りました。 

お世話いただいた、監督の藤田ＰＴＡ会長をはじ

め、保護者の皆様たいへんお疲れさまでした。 

1 区 濱崎俊輔、松山桃花 

2 区 塚本康生 

3 区 神田愛華、井元裕子 

4 区 川渕照士郎、吉田朱里 

5 区 田中亜実、藤田亜耶 

6 区 末永菜々美、永田あかり、村川詩織 

補欠 田渕結羽、中野達也、池田竜盛 

 

 

 

 

１日（木） 【祝日】元日 

    生月島縦断駅伝大会 

８日（月） 【祝日】成人の日 

９日（火） 始業式 

１２日（金） 書初め大会 

       ＊書初め展（16 日～19 日） 

１８日（木） 授業参観・学級懇談 

   学校保健委員会 

       ＊親子メディア研修会を開催します。ぜひともご参加ください。 

１９日（火） 避難訓練 

       山田小交流会（6 年生） 

２５日（木） 給食集会 

スマイル給食 

スマイル遊び 

２６日（金） もちつき（5 年生） 

 生月小 学校だより  

希 望 の 丘  

平成３０年１月９日 文責 校長 田口浩幸  



＊学校だよりは HP にも載せています。平戸市立生月小学校で検索してください。 
生月小学校 HP→http://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/school/ikitsuki/ 

 

 あけましておめでとうございま

す。 

 皆様方には、よい新年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。本

年もどうか皆様方の温かい御支援

御協力をいただきますようよろし

くお願いいたします。 

 さて、２学期末にはインフルエンザの大流行で終

業式もさみしいものでしたが、今日の始業式ではほ

とんどの子供たちが元気に登校することができ、３

学期をスタートすることができました。 

３学期の学校経営の重点を「つなぐ３学期」とし

ました。３学期は、子供たちにとって大切な学期で

す。それは、これまで１学期２学期と学習してきた

ことをしっかりと身についているか確実にふりか

えり、次年度にむけてつなげていかなければなりま

せん。 

また、学校としては来年度の教育計画を立案する

大事な時期でもあります。特に来年度は２０２０年

から完全実施される新しい学習指導要領の移行期

間に入り、その趣旨を踏まえた計画にする必要があ

ります。そのためにも、今年度の成果をしっかりと

次年度につなげていかなければなりません。 

本日の始業式では、「ユズリハ」

の話をしました。「ツルシバ」とも

呼ばれます。若葉が伸びてから古

い葉が落ちることから、これを親

が成長した子どもに後を譲るのに

たとえて、おめでたい木とされ、古

くから正月飾りに使われています。親から子へ家が

代々と受け継がれ繁栄しますようにという願いが

込められています。 

学校も同様だと考えます。学校の伝統は卒業生か

ら在校生へしっかりと受け継がれ、譲り渡されてい

かなければなりません。この３学期は卒業生から在

校生へしっかりと伝統を受け継ぎ、つないでいって

もらいたいと思います。 

子供たち一人一人の成長についても同じです。１

年１年成長を振り返り次の成長に向かって意欲を

高め、気持ちをつなげていくことでさらなる成長に

つながります。 

この３学期、子供たちの成長をしっかりと確認し

次年度へつなげていける学期にしたいと思います。

皆様方には引き続き御支援・御協力いただきますよ

うよろしくお願いします。 

 

 

 

元旦恒例の生月島

縦断駅伝大会が行わ

れ、5，6 年生の中か

ら選手として 15 名

がエントリーし 12

名が、沿道からの声

援を受けて、一生懸

命走りました。 

お世話いただいた、監督の藤田ＰＴＡ会長をはじ

め、保護者の皆様たいへんお疲れさまでした。 

1 区 濱崎俊輔、松山桃花 

2 区 塚本康生 

3 区 神田愛華、井元裕子 

4 区 川渕照士郎、吉田朱里 

5 区 田中亜実、藤田亜耶 

6 区 末永菜々美、永田あかり、村川詩織 

補欠 田渕結羽、中野達也、池田竜盛 

 

 

 

 

１日（木） 【祝日】元日 

    生月島縦断駅伝大会 

８日（月） 【祝日】成人の日 

９日（火） 始業式 

１２日（金） 書初め大会 

       ＊書初め展（16 日～19 日） 

１８日（木） 授業参観・学級懇談 

   学校保健委員会 

       ＊親子メディア研修会を開催します。ぜひともご参加ください。 

１９日（火） 避難訓練 

       山田小交流会（6 年生） 

２５日（木） 給食集会 

スマイル給食 

スマイル遊び 

２６日（金） もちつき（5 年生） 

 生月小 学校だより  

希 望 の 丘  

平成３０年１月９日 文責 校長 田口浩幸  



＊学校だよりは HP にも載せています。平戸市立生月小学校で検索してください。 
生月小学校 HP→http://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/school/ikitsuki/ 

 

 あけましておめでとうございま

す。 

 皆様方には、よい新年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。本

年もどうか皆様方の温かい御支援

御協力をいただきますようよろし

くお願いいたします。 

 さて、２学期末にはインフルエンザの大流行で終

業式もさみしいものでしたが、今日の始業式ではほ

とんどの子供たちが元気に登校することができ、３

学期をスタートすることができました。 

３学期の学校経営の重点を「つなぐ３学期」とし

ました。３学期は、子供たちにとって大切な学期で

す。それは、これまで１学期２学期と学習してきた

ことをしっかりと身についているか確実にふりか

えり、次年度にむけてつなげていかなければなりま

せん。 

また、学校としては来年度の教育計画を立案する

大事な時期でもあります。特に来年度は２０２０年

から完全実施される新しい学習指導要領の移行期

間に入り、その趣旨を踏まえた計画にする必要があ

ります。そのためにも、今年度の成果をしっかりと

次年度につなげていかなければなりません。 

本日の始業式では、「ユズリハ」

の話をしました。「ツルシバ」とも

呼ばれます。若葉が伸びてから古

い葉が落ちることから、これを親

が成長した子どもに後を譲るのに

たとえて、おめでたい木とされ、古

くから正月飾りに使われています。親から子へ家が

代々と受け継がれ繁栄しますようにという願いが

込められています。 

学校も同様だと考えます。学校の伝統は卒業生か

ら在校生へしっかりと受け継がれ、譲り渡されてい

かなければなりません。この３学期は卒業生から在

校生へしっかりと伝統を受け継ぎ、つないでいって

もらいたいと思います。 

子供たち一人一人の成長についても同じです。１

年１年成長を振り返り次の成長に向かって意欲を

高め、気持ちをつなげていくことでさらなる成長に

つながります。 

この３学期、子供たちの成長をしっかりと確認し

次年度へつなげていける学期にしたいと思います。

皆様方には引き続き御支援・御協力いただきますよ

うよろしくお願いします。 

 

 

 

元旦恒例の生月島

縦断駅伝大会が行わ

れ、5，6 年生の中か

ら選手として 15 名

がエントリーし 12

名が、沿道からの声

援を受けて、一生懸

命走りました。 

お世話いただいた、監督の藤田ＰＴＡ会長をはじ

め、保護者の皆様たいへんお疲れさまでした。 

1 区 濱崎俊輔、松山桃花 

2 区 塚本康生 

3 区 神田愛華、井元裕子 

4 区 川渕照士郎、吉田朱里 

5 区 田中亜実、藤田亜耶 

6 区 末永菜々美、永田あかり、村川詩織 

補欠 田渕結羽、中野達也、池田竜盛 

 

 

 

 

１日（木） 【祝日】元日 

    生月島縦断駅伝大会 

８日（月） 【祝日】成人の日 

９日（火） 始業式 

１２日（金） 書初め大会 

       ＊書初め展（16 日～19 日） 

１８日（木） 授業参観・学級懇談 

   学校保健委員会 

       ＊親子メディア研修会を開催します。ぜひともご参加ください。 

１９日（火） 避難訓練 

       山田小交流会（6 年生） 

２５日（木） 給食集会 

スマイル給食 

スマイル遊び 

２６日（金） もちつき（5 年生） 

 生月小 学校だより  

希 望 の 丘  

平成３０年１月９日 文責 校長 田口浩幸  



＊学校だよりは HP にも載せています。平戸市立生月小学校で検索してください。 
生月小学校 HP→http://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/school/ikitsuki/ 

 

 あけましておめでとうございま

す。 

 皆様方には、よい新年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。本

年もどうか皆様方の温かい御支援

御協力をいただきますようよろし

くお願いいたします。 

 さて、２学期末にはインフルエンザの大流行で終

業式もさみしいものでしたが、今日の始業式ではほ

とんどの子供たちが元気に登校することができ、３

学期をスタートすることができました。 

３学期の学校経営の重点を「つなぐ３学期」とし

ました。３学期は、子供たちにとって大切な学期で

す。それは、これまで１学期２学期と学習してきた

ことをしっかりと身についているか確実にふりか

えり、次年度にむけてつなげていかなければなりま

せん。 

また、学校としては来年度の教育計画を立案する

大事な時期でもあります。特に来年度は２０２０年

から完全実施される新しい学習指導要領の移行期

間に入り、その趣旨を踏まえた計画にする必要があ

ります。そのためにも、今年度の成果をしっかりと

次年度につなげていかなければなりません。 

本日の始業式では、「ユズリハ」

の話をしました。「ツルシバ」とも

呼ばれます。若葉が伸びてから古

い葉が落ちることから、これを親

が成長した子どもに後を譲るのに

たとえて、おめでたい木とされ、古

くから正月飾りに使われています。親から子へ家が

代々と受け継がれ繁栄しますようにという願いが

込められています。 

学校も同様だと考えます。学校の伝統は卒業生か

ら在校生へしっかりと受け継がれ、譲り渡されてい

かなければなりません。この３学期は卒業生から在

校生へしっかりと伝統を受け継ぎ、つないでいって

もらいたいと思います。 

子供たち一人一人の成長についても同じです。１

年１年成長を振り返り次の成長に向かって意欲を

高め、気持ちをつなげていくことでさらなる成長に

つながります。 

この３学期、子供たちの成長をしっかりと確認し

次年度へつなげていける学期にしたいと思います。

皆様方には引き続き御支援・御協力いただきますよ

うよろしくお願いします。 

 

 

 

元旦恒例の生月島

縦断駅伝大会が行わ

れ、5，6 年生の中か

ら選手として 15 名

がエントリーし 12

名が、沿道からの声

援を受けて、一生懸

命走りました。 

お世話いただいた、監督の藤田ＰＴＡ会長をはじ

め、保護者の皆様たいへんお疲れさまでした。 

1 区 濱崎俊輔、松山桃花 

2 区 塚本康生 

3 区 神田愛華、井元裕子 

4 区 川渕照士郎、吉田朱里 

5 区 田中亜実、藤田亜耶 

6 区 末永菜々美、永田あかり、村川詩織 

補欠 田渕結羽、中野達也、池田竜盛 

 

 

 

 

１日（木） 【祝日】元日 

    生月島縦断駅伝大会 

８日（月） 【祝日】成人の日 

９日（火） 始業式 

１２日（金） 書初め大会 

       ＊書初め展（16 日～19 日） 

１８日（木） 授業参観・学級懇談 

   学校保健委員会 

       ＊親子メディア研修会を開催します。ぜひともご参加ください。 

１９日（火） 避難訓練 

       山田小交流会（6 年生） 

２５日（木） 給食集会 

スマイル給食 

スマイル遊び 

２６日（金） もちつき（5 年生） 

 生月小 学校だより  

希 望 の 丘  

平成３０年１月９日 文責 校長 田口浩幸  



＊学校だよりは HP にも載せています。平戸市立生月小学校で検索してください。 
生月小学校 HP→http://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/school/ikitsuki/ 

 

 あけましておめでとうございま

す。 

 皆様方には、よい新年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。本

年もどうか皆様方の温かい御支援

御協力をいただきますようよろし

くお願いいたします。 

 さて、２学期末にはインフルエンザの大流行で終

業式もさみしいものでしたが、今日の始業式ではほ

とんどの子供たちが元気に登校することができ、３

学期をスタートすることができました。 

３学期の学校経営の重点を「つなぐ３学期」とし

ました。３学期は、子供たちにとって大切な学期で

す。それは、これまで１学期２学期と学習してきた

ことをしっかりと身についているか確実にふりか

えり、次年度にむけてつなげていかなければなりま

せん。 

また、学校としては来年度の教育計画を立案する

大事な時期でもあります。特に来年度は２０２０年

から完全実施される新しい学習指導要領の移行期

間に入り、その趣旨を踏まえた計画にする必要があ

ります。そのためにも、今年度の成果をしっかりと

次年度につなげていかなければなりません。 

本日の始業式では、「ユズリハ」

の話をしました。「ツルシバ」とも

呼ばれます。若葉が伸びてから古

い葉が落ちることから、これを親

が成長した子どもに後を譲るのに

たとえて、おめでたい木とされ、古

くから正月飾りに使われています。親から子へ家が

代々と受け継がれ繁栄しますようにという願いが

込められています。 

学校も同様だと考えます。学校の伝統は卒業生か

ら在校生へしっかりと受け継がれ、譲り渡されてい

かなければなりません。この３学期は卒業生から在

校生へしっかりと伝統を受け継ぎ、つないでいって

もらいたいと思います。 

子供たち一人一人の成長についても同じです。１

年１年成長を振り返り次の成長に向かって意欲を

高め、気持ちをつなげていくことでさらなる成長に

つながります。 

この３学期、子供たちの成長をしっかりと確認し

次年度へつなげていける学期にしたいと思います。

皆様方には引き続き御支援・御協力いただきますよ

うよろしくお願いします。 

 

 

 

元旦恒例の生月島

縦断駅伝大会が行わ

れ、5，6 年生の中か

ら選手として 15 名

がエントリーし 12

名が、沿道からの声

援を受けて、一生懸

命走りました。 

お世話いただいた、監督の藤田ＰＴＡ会長をはじ

め、保護者の皆様たいへんお疲れさまでした。 

1 区 濱崎俊輔、松山桃花 

2 区 塚本康生 

3 区 神田愛華、井元裕子 

4 区 川渕照士郎、吉田朱里 

5 区 田中亜実、藤田亜耶 

6 区 末永菜々美、永田あかり、村川詩織 

補欠 田渕結羽、中野達也、池田竜盛 

 

 

 

 

１日（木） 【祝日】元日 

    生月島縦断駅伝大会 

８日（月） 【祝日】成人の日 

９日（火） 始業式 

１２日（金） 書初め大会 

       ＊書初め展（16 日～19 日） 

１８日（木） 授業参観・学級懇談 

   学校保健委員会 

       ＊親子メディア研修会を開催します。ぜひともご参加ください。 

１９日（火） 避難訓練 

       山田小交流会（6 年生） 

２５日（木） 給食集会 

スマイル給食 

スマイル遊び 

２６日（金） もちつき（5 年生） 

 生月小 学校だより  

希 望 の 丘  

平成３０年１月９日 文責 校長 田口浩幸  



＊学校だよりは HP にも載せています。平戸市立生月小学校で検索してください。 
生月小学校 HP→http://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/school/ikitsuki/ 

 

 あけましておめでとうございま

す。 

 皆様方には、よい新年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。本

年もどうか皆様方の温かい御支援

御協力をいただきますようよろし

くお願いいたします。 

 さて、２学期末にはインフルエンザの大流行で終

業式もさみしいものでしたが、今日の始業式ではほ

とんどの子供たちが元気に登校することができ、３

学期をスタートすることができました。 

３学期の学校経営の重点を「つなぐ３学期」とし

ました。３学期は、子供たちにとって大切な学期で

す。それは、これまで１学期２学期と学習してきた

ことをしっかりと身についているか確実にふりか

えり、次年度にむけてつなげていかなければなりま

せん。 

また、学校としては来年度の教育計画を立案する

大事な時期でもあります。特に来年度は２０２０年

から完全実施される新しい学習指導要領の移行期

間に入り、その趣旨を踏まえた計画にする必要があ

ります。そのためにも、今年度の成果をしっかりと

次年度につなげていかなければなりません。 

本日の始業式では、「ユズリハ」

の話をしました。「ツルシバ」とも

呼ばれます。若葉が伸びてから古

い葉が落ちることから、これを親

が成長した子どもに後を譲るのに

たとえて、おめでたい木とされ、古

くから正月飾りに使われています。親から子へ家が

代々と受け継がれ繁栄しますようにという願いが

込められています。 

学校も同様だと考えます。学校の伝統は卒業生か

ら在校生へしっかりと受け継がれ、譲り渡されてい

かなければなりません。この３学期は卒業生から在

校生へしっかりと伝統を受け継ぎ、つないでいって

もらいたいと思います。 

子供たち一人一人の成長についても同じです。１

年１年成長を振り返り次の成長に向かって意欲を

高め、気持ちをつなげていくことでさらなる成長に

つながります。 

この３学期、子供たちの成長をしっかりと確認し

次年度へつなげていける学期にしたいと思います。

皆様方には引き続き御支援・御協力いただきますよ

うよろしくお願いします。 

 

 

 

元旦恒例の生月島

縦断駅伝大会が行わ

れ、5，6 年生の中か

ら選手として 15 名

がエントリーし 12

名が、沿道からの声

援を受けて、一生懸

命走りました。 

お世話いただいた、監督の藤田ＰＴＡ会長をはじ

め、保護者の皆様たいへんお疲れさまでした。 

1 区 濱崎俊輔、松山桃花 

2 区 塚本康生 

3 区 神田愛華、井元裕子 
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