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 新しい年になりました

 高等部総合コースの各学年の代表３名のみなさんが、すばらしい新年の抱

負を発表してくれました。夢をもってがんばっていきましょう。そうすれば、

必ずその夢はかないます。たくさんの夢

 

 

 

 

 さる年のお友だちは、いますか？

小学部６年生

 さる年は、

どうい

「伸」

申には、

そうです。中学部のみなさんの育ててくれて

いるパンジーも、寒さに負けずに、今、

中に根を伸ばしています。自分のよさを伸ば

すことができる年にしたいですね。

また、「悪いことが去（さ）る」

あるそうですから、たくさんよいことがある年になってほしいと思います。

気持ちも新たに、３学期
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◆高等部１年生代表

違う景色を見たいという夢をもって、２学期から練習を繰り返しています。

単独通学が始まり、「スポーツクラブ」への参加、「ピアノ」のレッスンと、

できることが広がっていきそうです。
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友だちとたくさん話したり一緒に運動したりして、友だちと過ごす時間を大

事にしたいということ。二つ目は、食品加工班で返事や報告ができるように

なってきたので、自
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 高等部３年生にとって、学校生活最後の学期となります。わたしは、この３学期、大

切にしたいことがいくつかあります。

 一つ目は、

期のほとんどに実習が入ってきます。仕事を早く覚え、

正確かつ確実な仕事ができるようになって、会社の一

員としての役目が果たせるようになりたいです。

 二つ目は、学校での

残された時間の中で、１・２年生に作業に取り組む姿を見せて、自分が作業の中で大事

にしていることを伝えていきたいです。勉強では、ローマ字、漢字、割合といった、社

会に出たときに必要なことをしっかり学んでおきたいです。

 三つ目は、

んできました。しかし、この仲間と過ごせるのも、あとわずかしかありません。卒業後

は、会いたくてもなかなか会えないと思うので、この３学期の時間を大切に過ごし、仲

間と楽しい思い出をつ
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今まで学校で学んだこと、先生から教えていただいたことを思い出しながら、少しでも

早く、社会の一員として、役目を果たせるようになりたいと思います。

そよかぜさんで

 見事な筆遣いで書き上げたのは
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