
 

 

 

 

 

 

 
 
 

１年生をむかえる会・春のピア遠足 
５月６日(金)に６年生児童会運営委員を中心に準備した「１年生をむかえる会」を行いました。 

たくさんのお兄さんお姉さんを前に緊張気味の１年生。ピアグループの顔合わせ会も兼ねており，

グループに分かれて自己紹介をしていました。むかえる会では，みんなで「もうじゅうがり」のレ

クリエーションゲームを拍手バージョンで楽しみました。グループのみんなと協力しながら楽しそ

うに活動する１年生の姿が印象的でした。 

続いて，ピア学年と一緒にピア遠足に出かけました。１年生と６年生はみくまり峡森林公園へ，

２年生と４年生，３年生と５年生は空城山公園へ行きました。上学年が下学年をリードしながら

楽しく遊んだり，一緒にお弁当を食べたりして上級生らしさを発揮しました。 

しっかり北小学校の仲間入りをした１年生は，ピア学年の６年生からのサポートも受けながら，

学校生活を送っています。 

 

交通安全教室 
４月２６日(火)に，広島東警察署交通課，交通安全推進隊指導員の方々，府中町自治振興課の

方々にご協力いただき，１年生が横断歩道の渡り方や道路の歩き方など交通安全についての学習

を行いました。また，ビデオを見ながら，道路に潜む危険や安全な渡

り方についても学習しました。教えていただいたことをしっかり守

って，交通ルールを守り，安全に気を付けて毎日元気に登下校してほ

しいと思います。遊びに行くときにも充分気を付けるよう，ご家庭で

もお話ください。 
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租税教室 
４月２８日(木)には，６年生の租税教室もありました。 

安芸法人会の方々を講師にお招きし，ワークシートやビデオを 

活用して税金について学びました。身の回りにある，税金が使 

われているものを考えたり，税金がない世界について考えたり 

する中で，税金があることで自分たちの生活が守られているこ

とを知り，税金について考えるよい機会となりました。 

学校生活６年間で，児童一人当たり約500万円の税金が使われているというお

話を聞き，子供たちはとても驚いていました。この学習を通して，税金の使われ

方や大切さを改めて実感することができました。 

ご家庭でも，ぜひ話題にしてみてください。 

体育朝会 
５月１７日（火）今年度，最初の体育朝会を行いました。１年生にとっては

初めての体育朝会でしたので，『体育朝会の隊形を理解し，姿勢・礼・回れ右

の仕方を身に付ける。』というめあてで行いました。 

学校の教育活動では，各教科・特別活動等の各領域を通じて，集団が一つの

単位となり，まとまって行動することが多くあります。運動会をはじめとし，

身に付けた集団行動の力を様々な教育活動の中で，生かしていけたらと考え

ています。特に，姿勢や礼などは，規範意識の醸成という観点からもとても大切な力になります。 

運動会について 
子供たちは，「やる気・元気・根気」をテーマに，感染対策をしっかり講じながら，連休明けか

ら運動会に向けて練習を頑張っています。また，学級・学年・学校全体が，一つのチームとして，

この運動会を盛り上げようと頑張り，毎日の練習では，気持ちを一つにし，どの子もめあてに向

かって精一杯頑張る姿が見られます。 

このような状況の中ですが今年度は３年ぶりに運動会を開催したいと思います。しかしながら，

新型コロナ感染拡大状況に鑑み，例年に比べ内容の変更・規模を縮小しての実施といたします。

お忙しい中，またご心配の向きもあろうかとは思いますが，子供たちの学習の状況をご覧いただ

き，温かい声援に代わるたくさんの拍手をもって，児童を励ましていただければと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１日（土） ２２日（日） ２３日（月） ２４日（火）（予備日①） 

晴れ 
運動会実施 

昼食をとらず下校します 
 

下校時刻 

1 年～４年 12：00 頃， 

５年～６年 12：30 頃 

休み 休み 

火曜日課授業 
給食があります 

 

下校時刻 

 1年 14:15 

２年～６年 15：05 

雨 

授業実施 
月曜日課 

昼食をとらず下校します 

 

下校時刻 

１年～６年 12：00 

 

休み 休み 

晴れ     雨 
運動会実施    通常授業 

給食があります  給食があります 

 

下校時刻 

1年 14:15 

２年～６年 15：05 

個人情報の取り扱いについて（お願い） 

学校だよりや学級だより等にお子様の名前や写真を掲載させていただくことがあります。 

支障がある場合は，担任または教頭までご一報をお願いいたします。 



 

 

 

今年度，府中北小学校で取り組む具体的な内容をお知らせします。 

学校・家庭・地域が一体となって連携した取組となるよう，ご協力をお願いします。 

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 

a 確かな学力 

○課題発見・解決型学習の授業を推 

進する。                              

○基礎学力を定着・向上させる。 

○学習習慣を定着させる。 

・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。（チャレンジタイム等） 

・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，月毎に集計する。 

・自主勉強ノートに行う学習内容を各学年明確にする。 

b 豊かな心 

○自他を大切にする心を育てる。 

○規範意識を定着させる。  

 

 

※ＳＳＴ（ソーシャル・スキル・トレーニン

グ）対人関係や集団行動を上手に営んでいくた

めの技能（スキル）を習得する練習 

・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。 

c 健やかな体 

○児童の体力つくりを推進する。 

○基本的生活習慣を確立する。 

・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 

d 信頼される学校 

 

○学校の取組や情報を積極的に発

信する。       

○地域・保護者に呼びかけ，支援を

得ることで，総ぐるみで児童を育

てる環境をつくる。  

・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） 

令和４年度 府中町立府中北小学校 今年度の取組 



 

1 水 3年自転車教室 委員会

2 木  一斉下校指導15:15

3 金  

4 土  

5 日  

6 月
諸費振替日
松本S.C来校（9:15～16:00）

7 火  放課後チャレンジタイム～15：35

8 水  

9 木
1年公園たんけん① ６年５・６校時プール掃除
４～６年放課後チャレンジタイム～15：35

10 金  

11 土  

12 日  

13 月 諸費再振替日

14 火 朝会
1年公園たんけん② 放課後チャレンジタイム～
15：35

15 水 水泳授業開始 クラブ

16 木  放課後チャレンジタイム～15：35

17 金 さわやか挨拶（5-1）  

18 土  

19 日  

20 月 松本S.C来校（9:15～16:00）

21 火 朝会  放課後チャレンジタイム～15：35

22 水
1年公園たんけん③ 放課後チャレンジタイム～
15：１5

23 木  放課後チャレンジタイム～15：35

24 金  

25 土  

26 日  

27 月  

28 火  研究授業みどり２⑤（広大小山教授）

29 水  

30 木  

１６日（土）

１９日（火） 通常 委員会 クラブ

２０日（水） 1 14:35 14:15 14:15 14:15 14:15 15:05 14:35

２１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 14:15 14:15 15:25 15:05 15:25

5 15:25 15:05 14:15 15:25 15:25 15:05 15:25

6 15:25 15:05 14:15 15:25 15:25 15:05 15:25

6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

放課後子供教室

一斉下校15:15

青少年育成府中町民会議総会

放課後子供教室

第2回本部役員会19:00

安芸郡ソフトバレーボール大会（中止）

府中中学校職場体験学習

放課後子供教室　府中中学校職場体験学習

府中中学校職場体験学習

府中緑ヶ丘中学校職場体験学習

放課後子供教室　府中緑ヶ丘中学校職場体験学習

府中緑ヶ丘中学校職場体験学習

学校運営協議会10：20～11:20

1～６年13:00

放課後子供教室

備考

７月の主な行事 １学期の下校時刻

学年 月 火
水

木 金
さわやか挨拶運動

１学期終業式・給食終了

夏季休業開始

※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。

個人懇談９：００～１６：００


