
 

 

 

 

 

 

 
 

  

新しい年を迎え，一か月余りが経とうとしています。冬休みには，お子さん

と過ごす時間が普段よりも長く，いつもよりじっくり会話をされたご家庭も多

かったのではないでしょうか。 

子供たちは３学期になっても寒さに負けず休憩時間には，元気いっぱいにグ

ランドで遊んでいます。とはいえ，運動量が減りがちなこの季節です。感染拡大防止を考慮しな

がら，体育の授業等を中心に引き続き体力つくりにも取り組んでいきます。 

今年度も残すところ二か月となりました。２月は，「逃げる」。短い学期の中でも，とりわけ

短いのがこの２月です。この短い月を有意義に過ごし，締めくくりの３月を迎えたいものです。 

 

児童集会～北小 N1グランプリ～ 

 例年，児童会執行部が中心となって全校児童参加の児童集会を行っています。しかし，今年度

は，集会活動を行うことが難しい状況です。そこで，児童会執行部の児童がアイディアを出し合

い，全校児童に楽しい思い出を作ってもらおうと Meet による「北小 N1（エヌワン）グランプ

リ」を企画し，１２月１６日の６校時に行いました。 

小牧先生のお箏の授業・・・たくさんの先生方にご指導いただいています 
１２月９日（木）から４・５・６年生が音楽の時間に府中町在住の小牧貴子先生にお琴の指導

をしていただきました。授業の最初には小牧先生のすばらしい演奏を聴かせていただき，各学級

の最終日には，仕上げとしてみんなで習った曲を合わせて楽しみました。伝統的な日本の楽器に

触れ，改めて日本のよさを感じることができました。小牧先生，本当にありがとうございました。 

 
 

授業前準備をし，着ベルをしよう 
１月の生活目標は「授業前準備をして，着ベルをしよう」です。「着ベル」とは，始業のチャ

イムが鳴ったときには既に授業の準備をして着席していることです。「自ら」を大切にしている

府中北小学校では，見通しをもって，次の授業の準備をしてから休み時間に入り，主体的に授業

を受けることができるようにしています。よい姿勢は，体にとってよいことがたくさんありま

す。府中中学校区共通の始業あいさつの号令「立腰」に続いて，「グー・ピタ・ピン・サッ」を

合言葉に「お腹と机，背中と椅子はグー（こぶし）一つ分を空け，両足をペッタンとつけて，背

筋をピンと伸ばし，手を膝に（サッ）とのせる」ようにする座学のよい姿勢について，声掛けを

しています。これからも，府中北小学校の児童が「自ら育つ」ように，取り組んでいきます。 
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府中北小学校で卒業までに身に付けておいてもらいたい力 

広島県教育委員会では，「広島県の15 歳の生徒に身に付けておいてもらいたい力」とし

て「自己を認識する力」，「自分の人生を選択する力」，「表現する力」の三つの力を設定

し，公立高等学校入学者選抜の「自己表現」において，どのくらい身に付いているのかを評

価することとしているところについては，これまでもいろいろな場面でお知らせしてきたと

ころです。 

これらの力は，中学校３年生で突然身に付くものではなく，小学校段階から（強いて言え

ば乳幼児期から），自分の考えをしっかり持たせ，先生や友達に心を開いて何でも話すこと

（自己開示）ができる環境の中で，意図的・計画的に育んでいく必要があります。 

そこで，本校では「府中北小学校で卒業までに身に付けさせたい力」として，上記の三つ

の力につなげるために小学校の間に身に付けさせたい力を意識した授業づくりに取り組むと

ともに，これまで通り基礎的・基本的な知識・技能の習得や「課題発見・解決学習」等を通

して主体的な学びを促す教育活動の充実に取り組んでいきたいと考えています。 

 

授業の中で 

・「自己を認識する力」の育成のため，特に児童一人一人が自分を「分析」する力を育てる

ことが大切だと考えます。１時間の授業の中で，あるいは単元全体の学習を通して，児童

自身が自分の学習を振り返り，できるようになったことを実感し十分でない部分について

は，次に自分はどのようにそれに取り組んでいこうと思うか，自分で学習を調整すること

ができるような手だてを授業に取り入れながら進めていきます。 

・「自分の人生を選択する力」の育成のため，特に１時間の授業の中で児童が「自己決定」を

する場面を設けることが大切だと考えます。既習事項や友達の考え，これまでの生活経験

等と関連付け，それを根拠として自分の考えを持てるような授業づくりを行います。 

・「表現する力」の育成のため，特にその礎となる言語活動の充実を図っていきます。言語

活動を充実させ活性化するために，その材料（根拠）となる手だて（資料や友達の考え等）

を計画的に１時間の授業の中に取り入れていきます。また，国語の時間だけでなく各教科

等でも読書をしっかりさせることにより，「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」

「国語の知識等」を育てたいと考えます。 

 

 

第４０回卒業証書授与式の児童の参加について 

今年度も卒業証書授与式へは，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から   

６年生と５年生の代表児童１名が参加します。  

※体育館は冷えることも考えられますが卒業証書授与式中は防寒着を着ることができません。

中に重ね着をして対応していただきますようお願いします。 

 ６年生保護者の皆様には，後日，卒業証書授与式の詳しいご案内を配付します

のでご確認ください。  

 

１～５年生は当日休校になります。  

午前中は，家で宿題等の学習をしてください。よろしくお願いします。  



修学旅行（6年）「見て 聴いて 学び 友情を深めよう」 

12月１３日（月），１４日（火）の二日間，６年生は佐賀・長崎方面での修学旅行を行いました。

＜１３日…吉野ヶ里歴史公園，有田焼絵付け体験 １４日…ハウステンボス＞ 

 
 

 

 
 
 

入賞おめでとうございます！！ 

広島県科学賞        

入選    １年 園山 芽生     

  6年 中塩  隼磨       

努力賞  ２年 柳田 栞奈   ４年 小川 雄輝   ５年 髙橋 沙綾 

３年 栁田 昂秀   ４年 井川 叶愛   ５年 西村 煌矢 

３年 庄賀 桔子   ４年 奥 成央    ６年 栁田 采香 

３年 伊藤 央将 

交通安全ポスター・作文コンクール 

作文の部 銅賞 6年 大平 小鉄 

 

※今後の行事について 

 ・右面に２月の行事予定を掲載していますが，１月２０日現在，広島県に「まん延防止等重点

措置」が出され，他府県にも拡大される動きとなっています。広島県での今後の感染状況の推

移により，措置期間の延長に至った場合は，今後，行事等の変更をせざるを得ない場合があり

ます。 

今後の行事については，その都度プリントでお知らせします。児童の安全を最優先しながら

も，教育活動を止めないよう模索しながら教育活動を進めて参りたいと思います。ご迷惑をお

かけしますが，ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

吉野ヶ里歴史公園では弥生時代のくらしを想像しながら・・・ 福岡タワーから見る福岡市内の街並

み 

有田焼絵付け体験「焼き上がりが楽しみ」 ハウステンボスではいろんなアトラクションを満喫しました。 



 

1 火 朝会  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

2 水  

3 木  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

4 金 諸費振替日

5 土  

6 日  

7 月  府中中学校学校説明会（６年）14:00

8 火 朝会  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

9 水  委員会

10 木
空気検査②薬物乱用防止教室６－１③６－２
④ 放課後チャレンジタイム15：05～15：35

11 金 建国記念の日

12 土  

13 日  

14 月 諸費再振替日

15 火 朝会
不審者対応避難訓練 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

16 水  クラブ

17 木 さわやか挨拶（2-2）
 授業参観⑤⑥
放課後チャレンジタイム15：05～15：35

18 金  児童会引継ぎ式（昼Meet）

19 土  

20 日  

21 月 長縄大会（1～3年） 6年⑤⑥ほんわかさん

22 火 朝会  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

23 水 天皇誕生日

24 木  放課後チャレンジタイム15：05～15：35

25 金  長縄大会（４～６年）

26 土  

27 日  

28 月  6年⑤⑥ほんわかさん

18日（金） 通常 委員会 クラブ

25日（金） 1 14:35 14:15 14:15 14:15 14:15 15:05 14:35

26日（土） 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

31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

2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

人間ドック（藤森）

放課後子供教室

府中町学校PTA連絡協議会

放課後子供教室

放課後子供教室

卒業証書授与式（1～5年臨時休業）

修了式・離任式　　給食終了

学年末休業(4/1～4/５　学年始休業）
備考

3月の主な行事 3学期の下校時刻

学年 月 火
水

木 金


