
 

 

 

 

 

 
 

  

 あと数日で，冬休みを迎えます。冬休みには子どもたちが楽しみにしているたくさんの行事があるこ

とでしょう。今年の冬休みは，１４日間です。引き続き，お子さんの体調管理にご留意いただき，充実

した冬休みとなりますようよろしくお願いします。  

 保護者，地域の皆様方には，今年一年，本校教育推進にご協力いただきありがとうございました。子

どもたちにとっては，少しずつですが通常の活動ができるようになり，今まで以上に意欲的に頑張るこ

とのできた二学期でした。無事二学期が終えられますのも，地域・保護者の皆様のご支援・ご協力のお

陰と心より感謝いたしております。三学期も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

新しい年が，皆様にとりましてよい年になりますようにご祈念申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2学期末個人懇談 

※２学期末の個人懇談を１２月２４日（金）９：００～１６：００に各教室で行い

ます。当日は安全確保のため，児童玄関は閉めさせていただいております。正面玄関

から入校いただき，各教室へお願いします。スリッパをご持参ください。お寒い中で

すが，どうぞよろしくお願いいたします。 

（正面玄関にて，落とし物を展示しておりますのでご覧ください。） 

※マスクの着用，来校前の検温をよろしくお願いいたします。 
車での来校は，ご遠慮ください。 
自転車・バイクは，指定した駐輪場（正門を入ってすぐ）の白線内に止めてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権の花贈呈式（3年） 
１１月２９日（月），府中町人権擁護委員さんより３年生に人権の花（ヒヤシンスの

球根）をいただきました。いただいた球根を大切に育て，府中北小学校の誰もが優し

い気持ちで安心して学校生活が送れる温かい学校であり続けるよう，お互いを大切に

していきます。また，花を育てることを通して命の尊さや生命の神秘さ等を感じられ

るように，育てていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

学習発表会 
１１月２０日（土），分散という形ではありましたが保護者の皆様をお迎えして学習発表会を行な

いました。子どもたちは様々な学習で学んだことを，心と力を合わせて精一杯発表することができ

ました。皆様からいただきました大きな拍手や温かいご声援は，子どもたちにとって大きな喜びと

達成感につながりました。本当にありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

発行 校長 黒山 寛司 

冬休み号 

令和３年１２月 

学校教育目標 

自ら育つ 
 
安芸郡府中町清水ヶ丘 23番 1号 
TEL 082－285－1011 
E-mail:kes@kitasho.fuchu-town.ed.jp 

府中町立府中北小学校 

「事故なく」「けがなく」楽しい冬休みになるように・・・ 

１ 自転車に乗る時は， できるだけヘルメットをかぶる。 
交差点では一旦停止し，左右確認。「とびだし」は絶対にしません。 

２ 川，ため池，用水路，山の中では遊ばない。 
３ 火遊びなど危ない遊びは絶対にしない。 
４ 出かける時には行き先を告げて決められた時刻までには帰宅する。 
（ 校区外へは子どもだけで行かない） 

５ 用もないのにお店に入らない。 
（ お店の人や他のお客さんに迷惑をかけない）  

６ 外出時にはマスクを着用し，帰宅後は手洗い・うがいをしよう。 
 
＜ 保護者の方へ＞ 
７ しっかりほめて， きちんと教え・考えさせる。                   
失敗から学ぶことを大切に， 結果だけでなく頑張った過程をほめ， また，許されないことに対しては 
何をどうすべきか教えたり考えさせたりしてあげてください。間違った言動があれば子ども自身に「間 
違っていた」と気付かせ， 自主的に改善しようとするように仕向けることが大切です。 

８ 自分のことは自分でできるように。 
子どもが自分から進んで取り組んだり家族の一員としての役割や責任を果たしたりできるようサポートを
お願いします。このことが学校での生活にも大きく影響します。 
 

1 年生 劇  
「おむすびころりん」 

２年生 合奏・合唱  
「あしたへジャンプ！」 

３年生 音楽発表  
「つながる！」 

６年生 合奏・リコーダー奏  
「未来に向かって」 

４年生 実践発表  
「守ろう 私たちの地球」 

５年生 呼びかけ・合唱・合奏  
「大切な命」 

 

冬季休業中の新型コロナウイルス感染に関する学校への連絡について 

 

現在，広島県における新型コロナウイルス感染状況は１２月２０日現在感染レベル０「感染

者ゼロ」となっていますが，引き続き，感染拡大防止の対策を講じる必要があります。 

そのため，冬季休業中，児童がＰＣＲ検査の対象となった場合は，次のとおり，学校への連

絡をお願いします。 

（１）ＰＣＲ検査が 12月 28日（火）までに行われた場合 

・・・学校へ速やかに連絡してください。 

（２）ＰＣＲ検査が 12月 29日（水）～１月３日（日）に行われた場合 

・・・１月４日（月）に学校へ連絡してください。 

※これから，年末年始を迎えますが，子どもたちの安全・安心な学校生活を守るため，各家

庭における感染症予防策の徹底をお願いします。 



ご参観いただいた皆様より，たくさんの感想をいただきました。皆さん，子どもたち
の頑張りをたくさん褒めてくださっていました。本当にありがとうございました。一部
をご紹介させていただきます。 

 
1 年生・ 「おむすびころりん」の劇は，自分の役割以外のところも家で楽しそうに話していたので，実際に発表会

の様子を見ることができ，日々の頑張りを感じることができ貴重な時間となりました。また，最後の歌も一

年生全員で一生懸命取り組んでいる姿に感動しました。コロナ禍での発表でしたが，子どもたちの真っすぐ

な姿を見て，元気をもらいました。 

準備や練習など大変だったと思いますが、初めての発表会が見られてうれしかったです。ありがとうござい

ました。子どもたちもフェイスガードやマスクをしたまま大きな声を出すのは大変だったと思いますが，み

んな頑張っていました。来年はマスクなしで大きな声で発表できることを楽しみにしています。 

2 年生・ 入学してから初めての学習発表会だったので参観で来てとても良かったです。子どもも前日の緊張感や，

やり終えた後の達成感を味わうことができて，いい経験になったと思います。感染対策を考慮した参観方法

もとても良いと思いました。落ち着いてみることができてよかったです。 

体育館に入ってくるところからきちんとしていて，学年全体がしっかりしているなと感じました。一人一人

がしっかり大きな声でメッセージを伝える場面は，体育館の後ろまで聞こえたのではないでしょうか。2 年

生で「カイト」を演奏し，よく難しい曲ができるなと感心しました。「トゥモロー」はみなさんの歌声が心に

響き涙ぐんでしまいました。今日までたくさん練習してきた成果ですね。先生方もご指導大変だったことと

思います。素晴らしい発表の場を設けていただきありがとうございました。 

3年生・ 3年生になり経験したことを，スライドや合唱・言葉・演奏・詩などいろいろな形で表現されていて素晴ら

しい発表でした。一人一人大きな声で堂々と発表し，リコーダーも歌もたくさん練習したんだろうなと発表

までの頑張った姿を想像して感動しました。学校での様子を知ることができ，また子どもたちの成長がみら

れて嬉しかったです。いつもありがとうございます。 

・ 運動会に続き，子どもたちが楽しんでいる様子や成果を見ることができて本当にうれしかったです。 

思った以上に心に響き，感動で泣いてしまいました。スライドショーでたくさんの子どもたちの頑張ってい

る姿，協力している姿，友達と仲良くしている姿を見ることができ成長を感じ，すべての子どもたちが愛お

しかったです。先生方本当にありがとうございました 

4 年生・ 久しぶりに学年全員で集まっている姿を見て，みんなが大きくなったこと，そして表情もお兄さんお姉さ

んらしくなっていることに驚きました。笛の音も歌声も美しく，低学年の大きな元気な声から，もうすぐ高学

年になる，落ち着いた…でもまだかわいらしい声に成長していて，心地よく，嬉しく聞かせていただきました。

これからの成長もとても楽しみです。コロナ禍で大変なところ学習発表会を行って頂き本当にありがとうご

ざいました。 

環境問題について子どもと一緒に考えながら，日々の生活の中で注意できることを続けていきたいと思いま

した。リコーダーは，みんなの音がそろっていてとてもかっこよかったです。歌もとても素敵でした。大きく

なったなぁと改めて成長を感じました。とても感動し，元気をもらいました。発表会を開いてくださりありが

とうございました。 

5年生・ 子どもたちが，学習発表会に向けて一生懸命練習してきたことがすごく伝わる発表でした。息子もとても頑

張っていて感動しました。合奏は，しっかり先生の指揮を見て，みんなで音を合わせようと努力する姿が感じ

られ，歌はとても綺麗にハモっていて，さすが 5年生になると違うなと感心しました。とても心に残る発表会

で，成長した姿を見ることができとても嬉しかったです。先生方もご指導ありがとうございました。 

歌に感動して泣きそうになりました。久々に見た発表会は，子どもたちが急に大人になったような凛とした姿

で，すごく成長を感じました。コロナ前には当たり前だった学校行事も子どもたちの心と体の成長がみられる

貴重な機会だと改めて思います。歌詞にも心動かされました。 

6 年生・ 感染予防のためにいろいろと制限のある中での開催でしたが，学年別のおかげで，例年よりも子どもの姿

は見えやすかったように感じました。当日の子どもたちは，普段とは少し違い，良い意味で緊張感のある表情

がみられました。友達とみんなで一つのものを作り上げようという想いの伝わる素晴らしい演奏でした。心も

体も成長した子供たちの発表を観ていると何だかジーンとくるものがありますね…。先生方も児童のみなさ

んもお疲れ様でした。 

・ コロナ禍の中行事がなかなか見られなくて残念に思っていましたが，このよう 

な形で学習発表会を開催していただき感謝しています。みんなと合奏することをと

ても楽しみにしていたようです。家でリコーダーを練習している姿を見ることがな

かったので，リコーダー奏の音色に心がジーンとなり，本当に感動でした。合奏は

それぞれのパートにソロ部分があり，みんなの音の響きにこれまた感動でした。難

しい曲をみんなで心を合わせて頑張った姿がとても伝わってきて，本当に嬉しかっ

たです。6 年生，最高にかっこよかったです。良い思い出になったと思います。先

生方，本当にありがとうございました。 

林業体験（4年） 
 １２月３日（金）の午前中，４年生は，総合的な学習の時間にみくまり峡で林業体

験を行いました。例年，４年生はこの時期に環境学習の一環として，林業体験を行っ

ています。 

 今年も「みくまりの森サポートクラブ」の方々のご指導，ご協力のもと，３つのグループに分かれ 

た子どもたちは，丸太切りやウッドチップづくり，森林の散策や間伐を行いました。森林の散策の際 

には，広島県環境保健協会の和田さんから様々な樹木についてわかりやすく説明していただきました。 

当日までの準備を含め，みくまりの森サポートクラブの皆様には大変お世話になりました。ありが 

とうございました 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入賞おめでとうございます！！ 
 

府中町人権啓発書道コンテスト        府中町ポップコンテスト 

町長賞   ５年 倉本 真奈実 6年 木村 公祐         教育長賞  ５年 福永 修平  

  教育長賞 ５年 荒木 沙絵  6年 海部 巽           府中町立図書館長賞 

５年 平木 琴望  6年 倉本 俊太                   ６年 木村 公祐 

奨励賞  ５年 吉廣 駿   6年 北浦 竜偉        本好き愛が伝わる賞 

５年 大下 優   6年 山本 十輝                   ５年 平山 友都 

５年 北野 凛星菜 6年 木地 杏奈        学校司書賞  

５年 山本 志織  6年 鈴木 ほのみ                 6年 倉本 俊太 

５年 前川 朗人  6年 大門 花凛    

５年 水本 篤希  6年 萬屋 颯大 ビルメンこども絵画コンクール 

５年 小西 亜実  6年 小西 桃佳     （全国の部）銀賞 

                            5年 山本 愛菜 

税に関する絵はがきコンクール          （全国の部）銅賞     

入選   6年 森重 ことは 6年 栁田 采香          5年 庄賀 柚月 

 

JA広島小・中学生書道コンクール    

 佳作   5年 大下 優 

 



お願い・・・SNS利用に注意！ 

最近ニュース等で，SNS等の利用による問題を聞かれることがあると思います。

SNSは便利なものですが，使い方を間違えると人を傷つけることになったり，犯罪

に巻き込まれたりする危険性もあります。 

本校では，道徳の時間などいろいろな機会をとらえて，児童にも，スマホや SNSの向こう側には相

手がいることを指導し，正しい使い方をすることの大切さを教えています。 

保護者のみなさんも，ご家庭でお子さんとSNSなどの適切な利用について話し合ってみてください。

学校行事等で保護者のみなさんが撮られた写真なども，個人情報等が含まれておりますので、個人が

特定されないように配慮するなど，取り扱いには十分注意していただきますようにお願いいたします。 

SNS 等インターネットへのアップロードは，くれぐれもご遠慮ください。 

 子どもたちが安心・安全な生活を送れるように，保護者のみなさんのご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

3年1組 担任変更のお知らせ 

３年１組担任の中島友子教諭は，今学期をもって任期が満了し，退職することに

なります。これまでの中島教諭へのご支援に感謝申し上げます。 

 ３学期より，育児休業から復帰する増田翼教諭が３年１組の担任を引き継がせ

ていただきます。今後とも，ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。 

なわとび週間12月6日（月）～10日（金） 

 体力つくりの取組の一つとして，特に心肺機能，俊敏性，リズム感の向上を目指して大休憩になわと

び週間を行いました。２校時終了のチャイムが鳴り，しばらくすると子どもたちは，あらかじめ配付さ

れたなわとびカードと跳び縄を持ち運動場に元気よく集まってきます。 

ピア学年のお兄さんお姉さんと一緒に練習したり，アドバイスをもらって難しい技に挑戦したりし

ている子どもたちも見られました。何度か練習をしては，各学年の担当の体育委員のところへ行き，ど

の跳び方を何回跳べているかをチェックしてもらっていました。 

3学期はなわとびに加え，長縄週間も計画しています。冬休みにもぜひ，自分の目標を決めてなわ

とびに取り組んでみましょう。 

 

門松飾り 
１２月１８日（土），おやじの会の皆様が，子どもたちに伝統的な

文化を感じてもらいたいと正面玄関に門松を作ってくださいました。
門松は，幸せをその家に迎え入れるための目印だと言われています。
来年も子どもたちの成長・幸せのために教職員一同がんばっていきた
いと思います。おやじの会の皆様，本当にありがとうございました。 

アンケートやこれまでの取組をまとめ，学校評価（中間評価）のご報告をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 自ら育つ 

［ミッション＝使命］             

確かな学力と社会性を身に付け，自ら伸びようとする人間力を育てる。 

［ビジョン＝方向性］ 

 ・子どもが心豊かに育つ学校 

 ・教職員が生き生きと仕事に打ち込む学校 
・家庭・地域から信頼され，総ぐるみで育てる学校 
今年度の目標 目標達成のための方策 中間評価項目【評価】 

a 確かな学力 
１  たゆまぬ授業改善
（学ぶ意欲を高め，わ
かる授業の創造）を基
盤とした基礎学力及び
活用力の向上 

２ 家庭学習の充実  

・探究的な学習の実現に向けた単元開発を
行う。 

・個別最適な学びの学習方法の工夫を行う。 
・教師の授業力改善を図る。 
・各学年の「家庭学習の手引き」を配付する。 
・毎日の家庭学習の時間を記入，月毎に集計し，
月ごとに定着状況について各担任に知らせる。 

・自主勉強ノートに行う学習内容を各学年明確
にする。 

・算数科学期末テストに
おいて期待値を超える
児童の割合７0％以上
【A】 

・ぐんぐんカードによる
家庭学習の各学年の目
標 学 習 時 間 の 確 保
80％以上【C】 

ｂ 豊かな心 
１ 生徒指導の充実・人
権意識の醸成 

（「自分も相手も大切に
する豊かな心」の育成，
あいさつ） 

２ 小中連携（生徒指導
担当者会を中心とし
て）の充実 

・積極的生徒指導の推進，全教職員による一貫した
指導体制（誰でも，いつでも，どこでも同じ指導
をする） 

・特別活動でＳ・Ｓ・Ｔを行い，ピア活動等で実践
する。 

・挨拶に係る生活目標を毎学期設定し，ピア活動等
で取り組む（あいさつ道の取組）。 

・探究的な学習の在り方に関する研究の推進と
学習規律に関する指導の徹底と系統表の見直
し。 

・中学校区各校の実態を把握し，特に児童の中学
校進学時の連携をスムーズに行う。 

・自分から進んで挨拶を
する児童の割合９０％
【A】 

・各学期の基本的な学習
習慣や学習規律に係る
生活目標の達成率（名
札の着用，授業前準備） 
９５％【B】 

 

c 健やかな体 
１ 体力・運動能力の向

上 
（体力つくりの推
進） 

２ 基本的生活習慣の確 
  立 

・推進計画に基づいた指導の共有化を図る。 
・外遊びを推奨し,「クラス空っぽデー」を実施する。 
・体育朝会(ビデオ朝会）で外遊びを紹介し，体力
つくりに対する意欲の向上を図る。 

・定期的に生活リズムカレンダー週間（早ね・早
起き・朝ごはん）を実施する。 

・生活習慣への関心を高める発信をする。 
児童に対する手立て…学活,食育指導（栄養士
と連携）保健指導 
保護者に対する手立て…学級懇談会,ほけんだ
より等 

・クラス空っぽデーを月
にした達成率（月４回
以上）※未評価 

・生活リズムカレンダー
週間の達成率（３項目
×７日）１４項目以上
【B】 

 

d 信頼される学校 
１ 学校力・チーム力の

向上  
２  コミュニティスクー

ルの充実 

・分掌部会や企画会議等で，学校教育目標の具現化
に向けた取組の立案や実施に向けて主体的に参
画する。 

・働き方改革や週時程の見直しにより，児童と向き
合う時間を確保する。 

・サポートする側のやりがい，参画・貢献意識の
高まり，サポートされる側の学習の深化・効率
化等によるメリットという互恵関係の確立 

（各学年で地域のゲストティーチャーを招いた
授業やオンラインによる授業を行う。）（生，総，
国，音） 

・教職員アンケート（主
体的に参画する，児童
と向き合う時間の確
保）80％以上【A】 

・各学年15人以上 
 ※未評価 
  

【評価規準】Ａ：目標達成（９５％～１００％）Ｂ：おおむね達成（８０％～９４％） 

Ｃ：もう少し（６０％～７９％）D：できていない（５９％以下） 

 １２月１０日に，第２回学校運営協議会を開催し，学校評価自己評価に係る中間報告を行いました。これ
からの取組が特に必要な項目に関しては，現状，可能な改善方策を立て取組を進めていきます。 

※新型コロナ感染拡大防止に伴い，当初の計画通りに取

り組めていない項目があります。（未評価としております） 



６年生が５月に実施した全国学力・学習状況調査とその分析結果についてお知らせします。 

 

国語・算数について，県・全国平均を上回りました。２教科とも平均は上回っていますが領域によ

っては課題が見られたことから全教職員で課題に対する改善策を話し合いました。これからも，学力

向上に向けて授業改善を行っていきます。 

 

国語科 

・「言葉に関する事項」「話すこと・聞くこと」「書
くこと」の領域で全国平均を上回りました。「読
むこと」の領域では，内容の中心となる語や文を
見つけて要約することに課題がありました。字
数や条件など制限のある中で文章を書くことに
抵抗を持っている児童も多いため，ミニ作文を
書いたり，文章を要約したりする中で，目的を明
確にした文章を書けるよう，授業の中に時間を
設定して取り組んでいきます。 
 

算数科 

・「数と計算」「測定」「変化と関係」「データの活
用」の領域で県・全国平均を上回りました。「図
形」の領域では，複数の図形を組み合わせた図形
の面積について考えることに課題がみられまし
た。また，図から読み取る力，基準量を１とした
とき，比較量が何に当たるかを考える力に課題
がありました。 
そこで，問題場面を正しくとらえることがで

きるように線分図や図をかいて立式できるよう

にし，考え方を説明させたり，自分の言葉で表現

させたりすることを指導していきます。 
 

質問紙より 

質問紙より，「家で，自分で計画を立てて勉強していますか」「自分でやると決めたことは，やり遂げ

るようにしていますか」などの項目に課題が見られました。ぐんぐんカードの活用の仕方など工夫をし，

自分から進んで家庭での学習の計画を立てることができるよう指導していきます。また，様々な活動を

通してやり切らせること，やり遂げたときの評価を通して，達成感を感じたり，努力することでできた

喜びを感じたりする機会をふやすようにしていきます。 

 

これらの取り組みは各ご家庭での協力も不可欠となります。子供達がよ

り良く成長できるようにご家庭でも子どもたちへの声かけなどご協力よ

ろしくお願いします。  

 

 

 

 

国語 本校 県 全国 

全体 6７ 66 64.7 

言葉の特徴や使い方に関する事項 72.8 69.6 68.3 

話すこと・聞くこと 78.3 79.1 77.8 

書くこと 65.0 ６4.0 60.7 

読むこと 44.4 48.4 47.2 

 

 
   

算数 本校 県 全国 

全体 73 70 70.2 

数と計算 65.0 63.6 63.1 

図形 56.7 57.２ 57.9 

測定 76.7 75.1 74.8 

変化と関係 78.9 76.2 75.9 

データの活用 82.0 76.2 76.0 

令和３年度 府中北小学校 学力向上・授業改善について 

1 土 元日

2 日  

3 月  

4 火 諸費振替日

5 水  

6 木  

7 金 ３学期始業式　給食開始

8 土  

9 日  

10 月 成人の日

11 火 諸費再振替日　3年野鳥学習

12 水  委員会

13 木
3年野鳥学習 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（2-1）  

18 火 朝会 3年野鳥学習 入学説明会13:00（受付12：45）

19 水  クラブ

20 木 3年野鳥学習 授業研究⑤（１-1生活）

21 金  

22 土  

23 日  

24 月  

25 火 朝会
松本祥子S.C，児玉教諭来校A.M　 放課後チャ
レンジタイム15：05～15：35

26 水  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

27 木  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

28 金  

29 土  

30 日  

31 月  

7日（月）

9日（水） 通常 委員会 クラブ

16日（水） 1 14:35 14:15 14:15 14:15 14:15 15:05 14:35

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

3 15:25 15:05 14:15 14:15 14:15 15:05 15:25

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

備考

2月の主な行事 3学期の下校時刻

府中中学校入学説明会（６年）
学年 月 火

水
木 金

委員会

クラブ

授業参観⑤⑥

放課後子供教室

放課後子供教室

全学年13:00（１-1，14:15）

1年13:00下校

放課後子供教室

全学年13:25

1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

コロナウイルスの感染状況によっては変更も

考えられます。参観方法も含め，詳しいことは

後日連絡させていただきます。


