
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
今年度の肝 

 
 
令和３年度新しい体制としてスタートした府中北小学校，約 1ヶ月が

経過しました。子どもたちは新しい学年で頑張ろうという意気込みを持
続しながら生活しています。 
 さて，今年度も学校教育目標「自ら育つ」に向けて，さらに充実を図
るため新しい試みをいくつか始めたところです。 
  
まず，週時程の変更です。２年生以上の保護者の方へは昨年度末にお伝えしていましたが，今年

度より下校時刻を含む日々の授業時間の割り振りを変更しました。最大の理由は「学力向上―それ
ぞれの子どもの課題に応じた個別指導」の時間を確保するためです。具体的には火，水（委員会・
クラブのない週），木曜日の放課後にチャレンジタイムと称し個別指導の時間を設けました。子ども
によって違う定着の不十分なところ，つまずいているところにピンポイントで継続的に指導をする
ことにより，「わかる喜び」「学ぶ喜び」を味わわせ，学習意欲の向上，そして結果としての学力の
向上につなげていきたいと考えます。 
 しかしながら，既存の仕組みに新しいことを加えるだけでは，単に子どもたちの負担感が増える
ことのみに終わってしまう恐れがあります。そこで朝の（全員一律の）ドリルタイムおよび火，水，
木の昼休憩を省くこととし，いわゆる「スクラップ＆ビルド」を行いました。子どもたちの中には
昼休憩がなくなることを，残念に思う子もいるかもしれませんが，そこはチャレンジタイムに参加
しても，昨年度よりは下校時刻が早まることになっており，下校後の時間が増えるということで折
り合いをつけたいと考えています。 
 つまずきがあることで，授業が苦痛に感じられる子どもがいるとするならば，それを解消するた
めの手立ては当然強化されるべきであり，それに着手したものとご理解いただければと思います。 
 
 次に「やりきらせる」ことの徹底です。特に目新しいことではありませんが，子どもたちのあら
ゆる成長のために貫かれなければならないテーマであると考えます。 
 学習でいえば，１時間の授業の中でやるべきこと，宿題などの自宅学習，行事などに向けての準
備など，協力しながら「やりきらせ」ます。生活の面では，生活のルールをきちんと守ること（中 
でも最重点が名札の着用）や，気持ちの良いあいさつ，感謝の気持ちをもって取り組むことを「や
りきらせ」ます。同時に私たちも率先垂範しながら指導を「やりきり」ます。 
 学習でも生活でも楽しく取り組めることに越したことはないでしょう。しかし，物事のプロセス
で一定の負荷を感じ，それを乗り越えたという実感が伴わなければ，本当の成就感・達成感は得ら
れません。その意味で「やりきらせる」。これをキーワードに１年間取り組んでいきたいと考えてい
ます。 
 
 保護者，地域の皆様のご理解とご協力を改めてお願いいたします。 
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４月７日に５５名の１年生を迎え，今年度は１６学級３８０名でスタートしました。毎日，桜坂道

や児童玄関等で元気な挨拶が聞こえてきます。始業式から１ヶ月弱。学校教育目標である「自ら育つ」
の実現に向けて，それぞれの学年・学級で新たな目標を決め，スタートを切りました。新しい友達や
先生との出会いの中，スタートした新学期。この素敵な出会いを大切にして，日々の教育活動を進め
ていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。 
各学年での段階はありますが，学校全体で，次のような児童の姿を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

入学おめでとうございます～５５名の１年生～ 
 
４月７日(水)に，府中北小学校入学式を行いました。保護者の方々に見守られながら，少し緊張しな
がらも，うれしそうに入場した５５名の１年生は，立派に入学式を終えました。今年は桜の開花が早
く，青々とした勢いのある若葉に包まれた桜坂道。担任の先生から自分の名前が呼ばれると，桜坂道
の若葉のように元気よく返事ができました。 
下校指導も終わり，楽しみにしていた給食も始まりました。６年生とのピア遠足ももうすぐです。

北小っ子の生活に早く慣れて,毎日楽しく過ごしてほしいと思います。 

 

６年生ありがとう～ピア・サポート活動～ 
４月１４日から，１年生の給食が始まりました。

給食の配膳には，６年生が手伝いに来てくれてい

ます。てきぱきと素早く配膳をする６年生の姿を

１年生は「憧れの」眼差しで見ているように感じ

ました。６年生の皆さん，これからも１年生のサ

ポートをよろしくお願いします。  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ピア・サポート活動 

「ピア（Ｐｅｅｒ）＝同年代の仲間」＋「サポート（Ｓｕｐｐｏｒｔ）＝支援する」という意味

で，異年齢の交流等を通して，子どもたちが互いを思いやり，助け合い，支え合う人間関係を育む

ために行う学習活動のことです。 

本校では，今年度も，異学年（１・６年，３・５年，２・４年）でペアを組み，交流していくピ

ア・サポート活動を教育活動に取り入れていきます。活動を通して，上学年は下学年を思いやり

支えていく中で，誰にでもやさしく接することができるようになり，下学年は上学年に支えられ，

あこがれを持って継続して努力するようになります。ピア・サポート活動は，「人の役に立った，

人から感謝された，人から認められた」という自己有用感も育みます。授業や行事など，さまざま

な場面で取り組んでいきます。 

 

目 指 す 児 童 像 
 

見通しを持ち 

自ら意欲を持って学ぶ子 

夢や目標を持ち 

粘り強く挑戦する子 

互いの良さを認め合い 

共に育つ子 



ネットモラル教育 
１３日（火）３年生から６年生の児童がネットモラル学習を行いまし

た。児童はオンラインを通して説明を聞き，動画を見たり，資料を使って

説明を聞いたりしながら，スマートフォンの使い方や危険性などを詳しく

学ぶことができました。学習後児童は，スマートフォンは便利ではあるけ

れど，しっかり考えた使い方が大切であることや自制する力（我慢する力）

が改めて必要であることを感じていたようです。また，スマートフォンで

のゲーム時間や時間帯などについても考え，自分を見つめることができ

た児童もいたようです。ご家庭でもぜひ話題にしていただき，話し合いの

機会にしてもらえればと思います。 

 今後学校でも，情報端末を使って一斉学習や個別学習で教科の学びを

深めていきます。児童は一人一台のタブレットを活用し， ICT を正しく

使用しながら，学習のいろいろな場面で効果的に活用していきます。 

お知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピア遠足について 
 

４月３０日（金）は，子どもたちが大変

楽しみにしているピア遠足となっておりま

す。給食がありませんので，お弁当の用

意をお願いします。詳しくは遠足について

のお知らせをご覧ください。 

 

下校時刻変更のお知らせ   

全校１４：４０下校 
 

 

保護者の皆様，府中北小ラインネットへのご
加入ありがとうございます。 
保護者の皆様と緊急連絡の方法が確立できて

いることは大変ありがたいことです。これから
も，ラインネットで町内不審者情報，ＰＴＡや
行事に関するお知らせ等，様々な情報を速やか
にお伝えしていきます。学年ごとへのお知らせ
をさせていただくこともありますので，お子様
の学年ごとにご加入ください。また、「遅刻・欠
席届」などこちらへ入力していただくこともで
きます。ご加入がお済みではないご家庭は，今
一度，配付しました登録マニュアルをご覧いた
だき，お手続きください。よろしくお願いいた
します。 

いじめ・体罰・セクハラ相談窓口について 

今年度もお子様が安心して楽しい学校生活をおくることができるよう， 
府中北小学校教職員は全力で取り組みます。 
相談日は毎月第３木曜日ですが，気になることがあれば随時対応して 

おりますので，ご相談ください。 
〈担当者〉末元 あゆみ (教頭)   森貞 知子 (養護教諭) 

梶本 裕樹   (生徒指導主事) 
また，次の４名も対応いたしますので，相談を希望される方は学校までご連絡ください。 

教育相談員 松本 千恵子 (原則 水曜日 A.M) 
ＳＳＷ(スクール ソーシャル ワーカー) 高橋 蔦江 (木曜日 9:15～12:15) 
ＳＣ(スクール カウンセラー) 松本 祥子 (不定期 9：00～12：00) 

三宅 舞  (毎月第 1 木曜日 9：15～13：00) 
※月行事予定でお知らせします。 

学校電話 ０８２－２８５－１０１１（窓口 教頭） 



 

1 土  

2 日  

3 月 憲法記念日

4 火 みどりの日

5 水 こどもの日

6 木 諸費振替日 委員会

7 金  内科検診３，４年，みどり組13：３０

8 土  

9 日  

10 月  

11 火 体育朝会  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

12 水 心電図検査（欠席児童）

13 木
諸費再振替日 放課後チャレンジタイム15：05
～15：35

14 金  

15 土  

16 日  

17 月 さわやか挨拶（6-2）  

18 火 体育朝会  

19 水  内科検診５・6年14:20～

20 木  係打ち合わせ６校時６年

21 金  運動会前日準備５・６校時６年

22 土 運動会8：30開会（午前）雨天時：授業（午前）

23 日  

24 月
振替休日（5/22分）

25 火
運動会予備日①（給食あり） 放課後チャレンジ
タイム15：05～15：35

26 水
運動会予備日②（給食あり） 放課後チャレンジタイ

ム15：05～15：35

27 木
全国学力学習状況調査（６年）国語，算数 放
課後チャレンジタイム15：05～15：35

28 金  耳鼻科検診（全員）13：30

29 土  

30 日  

31 月  

４日（金）

１０日（木） 通常 委員会 クラブ

１０日（木） 1 14:35 14:15 14:15 14:15 14:15 15:05 14:35

１６日（水） 2 14:35 15:05 14:15 14:15 14:15 15:05 14:35

１７日（木） 3 15:25 15:05 14:15 14:15 14:15 15:05 15:25

２４日（木） 4 15:25 15:05 15:05 14:15 15:25 15:05 15:25

5 15:25 15:05 15:05 15:25 15:25 15:05 15:25

6 15:25 15:05 15:05 15:25 15:25 15:05 15:25

※新型コロナウイルスの感染状況によっては変更の場合も
あります。ご了承ください。

5月の行事予定

府中町立府中北小学校

日 曜 朝会等 主な学校行事 下校時刻の変更 地域・PTA行事等

1～４年１４:１５

1～６年１４:３０

第1回PTA役員会19：００

１～６年１３：３０

１～５年１４：１５

１～５年１３：３０

１～４年　12：00
５，６年　12：30

クラブ

さわやか挨拶運動
備考

6月の主な行事 １学期の下校時刻

歯科検診
学年 月 火

水

授業参観（４～６年）

木 金
授業参観（１～３年・みどり組）

６年５・６校時プール清掃


