
 

 

 

 

 

 

 

 
山々が少しずつ彩り始め，秋も深まりを見せてきています。文化の秋・スポーツの秋・食欲の

秋と，子どもたちの秋も真っ盛りです。さわやかな気候の中，社会見学が始まったり，保護者の
みなさんや講師をお招きして授業を見ていただいたり，今までとは少し形を変えるなどの工夫
をしながら少しずつ通常の活動ができるようになってきました。普段の学校での学習と違って，
新しい学びができています。子どもたちは今まで以上に意欲的に頑張っています。 

 

６年生「修学旅行」＜グラバー園，出島，長崎原爆資料館 ハウステンボス＞ 

１０月３日（月），４日（火）の二日間，６年生５４名は長崎方面に修学旅行に行きました。 
 

『 絆 ～学び・感謝・仲間～』 
○学びを広げよう。 
〇修学旅行に参加できるようにしてくれたたくさんの人に感謝しよう。 
○大切な仲間と友情を深め思い出に残るものにしよう。 

 
出発日は，くすのきプラザから徒歩で天神川駅まで行き JR・新幹線と乗り継いで博多駅に到

着しました。多くの人が利用する公共の場所でのマナーを一人一人が考えながら行動すること
ができました。見学先では，様々な実物を見たり触れたりする中で見聞を広めることができまし
た。また，グループ等での活動やホテルでの友達との楽しい時間を通してさらに友情も深まった
ようです。この修学旅行で学んだことをこれからの学校生活に活かして，残りの小学校生活を有
意義なものにしてほしいと思います。 
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新幹線でいよいよ出発です グラバー園を見学 出島にも行きました 

長崎平和資料館を見学し，平和公園でのグループ学習をしました 



 
 

 

 
５年生「災害から身を守る・・・防災学習」 

５年生は総合的な学習の時間に「災害から命を守る」をテーマに「防

災」について学んでいます。１０月５日（水）の２校時には，府中町

の危機管理課の方に来校いただき，災害への備えや自分達にできるこ

とについてのお話を聞きました。平成３０年７月の豪雨災害の状況か

ら，災害はいつどこで起きてもおかしくないことを改めて学び，災害

へ備えること，命を守るための安全行動について考えました。 

次は，自分達にできることとして『防災マップづくり』を計画して

います。今回の学習で「山の近く，川の近く，細い道，暗くなりやすい道，溝」などの場所は注

意が必要であると知りました。どこが危険なのか一人一人が思いつくことを書き出して交流・共

有することが大切だと考えています。自分事としてしっかりと学習に取り組んでいきます。 

 

２年生 社会見学「森林公園」 
２年生は９月２９日（木）に，生活科の「生き物仲良し大作戦」のまとめの学習として，広島

市森林公園昆虫館に社会見学に行ってきました。各コースに分かれて専門の先生のお話を聞き

ました。カブクワはかせコースでは，昆虫のことについて話を聞きました。昆虫には頭，胸，腹

があること，胸から脚が出ていることなどを教えてもらいました。その後，ヘラクレスオオカブ

トや珍しい種類のクワガタやカブトムシの幼虫に触らせてもらいました。カマキリとゴキブリ

がとても近い種類だということを知りました。飼育室探検ツアーコースでは，色々な虫を飼育し

ている飼育室を見学させてもらい，話を聞きました。虫によっての飼

育方法や蝶の幼虫が食べるえさの育て方，どのくらいのえさを食べて

いるのかについて教えてもらいました。また，死んでしまった蝶の羽

は工作に使っているということを教えてもらい，無駄なく利用されて

いることを知りました。たくさんの発見のあった一日でした。 

食事もモリモリ，みんな元気でした 
感染対策のため，対面ではない配置です 

ハロウィン真っ最中の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 

ガイドさんにお話を聞き，平和について学びました 



３年生「福祉体験学習」「消防署見学」 
3年生は，総合的な学習の時間に「福祉」につい

て学んでいます。１０月４日（火）には，府中町社

会福祉協議会，福寿苑，みどり園（M），チェリー

ゴード（C）の方をお招きし，「車いす体験」と「お

年寄り体験」をしました。「車いす体験」では，車

いすに乗る人，後ろから押す人と役割を変えて取

り組みました。「お年寄り体験」では，足や腕にお

もり，目にゴーグル，耳にはヘッドホンをつけて，ガイド役とお年寄り役にな

って階段を上ったり下りたりしました。車いすに乗る人と押す人，お年寄り役とガイド役の両方

を経験することで，相手を思いやった言動が大切だと気付くことができました。 

 社会科では，「火事からくらしを守る」という単元で，消防について学

んでいます。１０月５日（水）には，消防署の方からオンラインで事前

講習を受け，１０月６日（木）には消防署見学に行きました。消防署で

は，児童は防護服をすばやく着服する消防士さんの様子を見たり，煙の

中を通る体験をしたりしました。実際の体験から学ぶことは多く，質問

タイムには，たくさんの児童が質問をしました。地域を守るために取り

組む消防士さんから直接学ぶことができる大変貴重な時間となりました。 

 
１年生 社会見学「安佐動物園」 

１年生は１０月７日（金）に，安佐動物公園に行きました。前半は

あいにくの雨模様，来場者も多かったりして予定と違った動きになっ

たにも関わらず，その場でだされた指示をしっかり聞き，臨機応変に

動くことができました。また，園児さんたちに道を譲るなど優しい姿

が多く見られました。ふれあいコーナーでヤギ

やヒツジに触れ，「かわいい。ふわふわ。」と言っ

たり，動きを観察したりして目・耳・心で感じる

ことができました。学校に戻って，国語科の学習で見つけたことを書いた

り，図画工作科の学習でお気に入りの動物をかいたりしました。 

 

「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   5学年  添田 葵都 「ありがとう 君の言葉で すくわれた」 

保護者の部 保護者 小川 孝枝 「気になるな あの子の笑顔 さみしそう」 

学年賞 

１学年  水戸 勇杜 「いじめだめ ともだち ずっとたからもの」 

２学年  望月 美結 「いじめなし たのしいせかいへ かわっていこう」 

３学年  河村 祐輝 「いじめして その子のひょうじょう 楽しそう？」 

４学年  瀬野 寛奈 「作ろうよ いじめが出ない えがおの町」 

６学年  尾髙 維音  「勇気だし あの子の笑顔 取り戻そう」 

 



 

1 火
1年生公園たんけん 放課後チャレンジタイム～
15：35

2 水 特別支援SV来校（9:00～16:30）

3 木 文化の日

4 金
諸費振替日 3年生総合福祉学習⑤⑥
避難訓練

5 土  

6 日  

7 月 なわとび週間（～11）

8 火  放課後チャレンジタイム～15：35

9 水
読み聞かせ（古典の

日８：２０～８：５０)
 

10 木  放課後チャレンジタイム～15：35

11 金 諸費再振替日 就学時健診13:15受付

12 土  

13 日  

14 月 松本S.C来校（9:15～16:00）

15 火  放課後チャレンジタイム～15：35

16 水  委員会

17 木
さわやか挨

拶（3-1）
 放課後チャレンジタイム～15：35

18 金  

19 土 学習発表会（給食あり）

20 日  

21 月 振替休日（11/19分）

22 火  放課後チャレンジタイム～15：35

23 水 勤労感謝の日

24 木 1年生公園たんけん

25 金 4年生林業体験

26 土  

27 日  

28 月
松本S.C来校（9:15～16:00）    4年生林業体験
予備日

29 火
1年生公園たんけん 放課後チャレンジタイム～
15：35

30 水  クラブ

５日（月） 通常 委員会 クラブ

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

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

19日（月） 3 15:25 15:05 14:15 14:15 14:15 15:05 15:25

21日（水） 4 15:25 15:05 14:15 14:15 15:25 15:05 15:25

23日（金） 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

11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
広島県一斉地震防災訓練10：00

全校下校13:15 放課後子供教室

安芸郡小学校陸上記録会（呉市郷原）

放課後子供教室

全学年14:35

府中町消防写生大会表彰式10:00～1１:0０

諸費振替日

児童会行事

個人懇談（9:00～16:00）

放課後子供教室

さわやか挨拶（３－２）
備考

12月の主な行事 2学期の下校時刻

学年 月 火
水

標準学力テスト

終業式，給食終了

木 金


