
 

 

 

 

 

 

 
 

 早いもので，今年もカレンダー一枚を残すのみとなりました。学校では二学期のまとめに入り
ます。コロナ禍で，地域・保護者の皆様を学校にお招きする機会が減ってしまい残念に思ってお
りましたが，ここにきて少しずつ今までとは少し形を変えるなどの工夫をしながら，通常の活動
ができるようになり，保護者の皆様に学校に来ていただくことができるようになってきました。
子どもたちは今まで以上に意欲的に頑張っています。これからも感染症対策を講じながら，学習
活動を進めて参ります。 

 

PTA美化活動へのご協力，ありがとうございました  

１０月２３日（土）の PTA主催の美化活動では，北小サポーターである保
護者の皆様に朝早くからお集まりいただき，学校の環境整備にご協力いただき
ありがとうございました。今年度も，外のみの美化活動でしたが，校舎前の側
溝の土あげや校舎裏の草取りなど，日頃，子供たちだけでは掃除が行き届かないところをきれい
にしていただきました。休日にもかかわらずたくさんの方々にご協力いただき，北小を大切に思
ってくださる熱いお気持ちが伝わってくる時間でした。ご協力いただいたサポーターの皆様，準
備をしてくださいました役員の皆様，ありがとうございました。 

「古典の日」の取組「ほんわかさん」 

11月１日は「古典の日」でし
た。例年，本校では，読み聞かせ
ボランティアの「ほんわかさん」
に古典の日にちなんだ絵本等の読
み聞かせを行っていただいていま
す。今年度は 11月１０日にオン

ラインでの読み聞かせをしていただきました。 
「ほんわかさん」はこの日のために，事前に何度も打ち合わせを重ね，リハーサルを行って

準備してくださいました。当日は音響・朗読など，総勢 11名もの方々が参加してくださり，
「マッチ売りの少女（朗読・音楽・切り絵）」
と日本の昔話「かさじぞう（紙芝居）」の大作
を見せていただきました。工夫された映像を食
い入るように見ている子供たちの姿が印象的で
した。「ほんわかさん」の皆様，ありがとうご
ざいました。 

講演会 （環境活動家・谷口たかひささんをお迎えして） 
11月 11日（木）PTAよりご紹介いただいた，環境活動家・谷口

たかひささんをお迎えして，今地球上で何が起きているのか，私たちが
できることは何かなどのお話を聞きました。4 年生は体育館で，5・6
年生は教室でオンラインでの参加となりました。私たちの地球を守るた
めに，まずは「環境」について知ること，そして自分で行動を選ぶこと，
みんなが仲良くつながることが大切だと教えていただきました。少し難
しいお話でしたが，ご家庭でも子供たちから様子を聞いて話し合ってみ

てください。事前の調整から当日のお世話など，いろいろご協力いただいた PTAの皆様，あり
がとうございました。 
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入賞おめでとうございます！！ 
 

環境と健康のポスター・標語コンクール 

標語の部 小学校高学年優秀賞 ４年 吉山 叶夏  

ビルメンこども絵画コンクール 

学校賞   府中北小学校 

       入賞      6年 木地 杏奈 
 

道徳参観日 10月21日，29日 

 １０月２１日，２９日は道徳参観日でした。教室での「密」を避けるため日にちを分け，廊下
からの参観とさせていただきました。お子さんの授業の様子を見ていただくことはできました
でしょうか。道徳の学習では，児童が自立した一人の人間として人生を他者とともにより良く生
きていく上で，学ぶことが必要であると考えられる道徳的価値を含む題材を取り上げ，計画的に
指導しています。今回の授業を含め道徳の時間には，読み物教材等を通して児童自身が道徳的価
値の理解を基に自己を見つめ，物事を多面的に考え，自己の生き方について考えを深めることが
できるよう，学年実態に応じた指導をしています。 

 
「いじめ防止のための標語」作品コンクール 

※今年度の本校の「いじめ防止のための標語」作品コンクール（児童及び保護者）の入
賞標語についてお知らせします。本校では全児童で取り組みました。保護者の皆様
にも多数応募していただきました。ありがとうございました。引き続き，いじめゼ
ロを目指し，授業等の全教育活動を通して取組を継続していきます。 

学校賞 

児童の部   ３学年  山下 咲妃 「いじめはね 心がきずつく 刃物だよ」 

保護者の部 保護者 若宮 香奈 「どうしたの 知らない子でも 声かけて」 

学年賞 

１学年  伊東 華  「いじめはね みんながこまる ことなんだ」 

２学年  荒木 志帆 「いじめより みんなのえがおが 見たいんだ」 

４学年  ホアン ゴック バオ チャン 「いじめを ぜったいしない やくそくよ」 

５学年  辰見 愛華 「やめてほしい 相手の心に 気付いてね」 

６学年  佐賀 空    「いじめられ 嫌がる姿を 見たいのかい？」 
 

「あいさつボランティア」頑張ってます 
１０月から，あいさつボランティアが毎朝桜坂道や清水ヶ丘

の階段の上などであいさつ運動を行っています。日に日にメン
バーが増え，大人数で朝から気持ちの良いあいさつが聞こえて
きます。 
朝のあいさつだけでなく校内でも，「お願いします」「ありが

とうございます」「失礼します」「すみません」など，相手に気持
ちが伝わる声で，はっきりとしたあいさつを継続させていきた
いと思います。 



野外活動（江田島青少年交流の家） 
 ５年生は，１０月２２日（金）２３日（土）に江田島青少年交流の家で野外活動を行いました。 
野外活動の２日間は天気にも恵まれ，予定通りすべての活動を行うことができました。子供た

ちは，目標『飛躍―協力・団結・笑顔』を意識し，友達と協力し合って活動していました。 
                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

「命を守る」学習 ～災害に備える～ 
１１月５日（金）に，全校で地震を想定した避難訓練を実施しま

した。地震発生時，教室内では，①姿勢を低くしてしゃがむ②体や
頭を守ってかくれる③揺れが収まるまでじっとする。移動時には
「お・は・し・も」（おさない・はしらない・しゃべらない・もどら
ない）を守るなど，地震発生時の自分の動きを理解し，あわてず身
を守る方法を身に付け，安全かつ迅速に避難ができるよう再度確認

しました。地震の恐ろしさ，訓練の大切さを改めて感じることができました。     
 11月 8日（月）には，2年生の消防出前講座がありました。 
府中町消防本部の方に来ていただき，火災時の煙体験を行いま
した。煙の充満したテントの中で，姿勢を低くして手さぐりで
歩く体験をした子供たちは，火災の怖さを改めて感じることが
できました。また，火災の原因は家庭の台所が多いと聞き，家
庭での火の始末の重要性をおうちの方に伝えなければと感想
を持っていました。 

11月 10日（水）5年生の砂防ダム講座がありました。私たちの
暮らしを土砂災害から守る砂防ダムの働きを知るとともに，災害時に
おけるとるべき行動について，貴重なお話を聞くことができました。 

11月 1日（月）には，防災食体験も行いました。
「救給カレー」や「かんぱん」などを体験し，今の

幸せに感謝するとともに，「備える」ことの大切さを感じました。 
今後もいろいろな活動を通して防災意識を高め，災害に備えるとともに，命

を大切に「命を守る」学びを続けていきます。 
 

「キャンプファイヤー」 

みんなで火を囲み，みんな
で歌を歌ったり，ゲームを
したり，各班ごとにスタン
ツをしたりして楽しい時間
を過ごしました。 

「オリーブキーホルダー作り」 

江田島はオリーブの栽培が盛んです。オリー

ブの木をカットしたものを磨いてオリーブオイ

ルを塗り，絵をかいてキーホルダーを仕上げま

した。仕上がったキーホルダーを手に，大満足

の子供たちでした。 

「ディスクゴルフ」 

江田島の自然とふれあいながら，グルー
プで協力し，ディスクをより少ない投球
数で専用ゴールに投げ入れます。 

 

 
「所内ビンゴ」江田島青少年交流の家の
所内をめぐり，ポイントを見つけます。
こちらも班の協力なしにはできません。 



 

1 水 標準学力テスト クラブ

2 木  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

3 金 4年生林業体験９:００

4 土  

5 日  

6 月 諸費振替日     縄跳び週間スタート

7 火 朝会  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

8 水 読み聞かせ 4年生林業体験（予備日） 委員会

9 木  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

10 金  

11 土  

12 日  

13 月 諸費再振替日　６年生修学旅行(1日目）

14 火 朝会
６年生修学旅行(２日目） 放課後チャレンジタイ
ム15：05～15：35

15 水 読み聞かせ  

16 木
児童会行事（６校時） 放課後チャレンジタイム
15：05～15：35

17 金 さわやか挨拶（3-2） ６年生キャリア（消防署）

18 土  

19 日  

20 月  

21 火 朝会
松本祥子S.C，児玉教諭来校A.M

22 水  

23 木 ２学期終業式　給食終了

24 金 冬季休業開始　　　個人懇談9：00～16：00

25 土  

26 日  

27 月  

28 火 仕事納め

29 水  

30 木  

31 金  

7日（金） 通常 委員会 クラブ

12日（水） 1 14:35 14:15 14:15 14:15 14:15 15:05 14:35

17日（月） 2 14:35 15:05 14:15 14:15 14:15 15:05 14:35

18日（火） 3 15:25 15:05 14:15 14:15 14:15 15:05 15:25

10日（水） 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1年生入学説明会
備考

1月の主な行事 2学期の下校時刻

学年 月 火
水

クラブ

木 金
3学期始業式・給食開始

委員会

さわやか挨拶（２－１）

全学年14：15

６年13:00 放課後子供教室

放課後子供教室

放課後子供教室

12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


