
 

 

 

 

 

 

 
 

  

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

ま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。 

子どもたちは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づ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。 

引き続き，ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

３学期始業式「児童代表の言葉」 

１月１０日（火）の始業式で児童代表が３学期の意気込みを語りました。児童が学校教育目標

「自ら育つ」を胸に目標を持って成長しようとしている姿を紹介します。 
 

私が二学期に特にがんばったことは，人にやさしくすること，友達と仲良くすごすこと，勉強を一生け

ん命がんばることの三つでした。自分ではよくがんばれたと思います。三学期は，高学年に向けてまとめ

の学期になります。さらにレベルアップを目ざして，次の三つのことをがんばっていきたいと思います。 

一つ目は，四月からは高学年なので，高学年らしく，低学年やピア学年の人たちにやさしく，お手本と

なれるようにすることです。たとえば，ろうかをしずかに歩いたり，だまってそうじをしたり，正しい行

動をとることです。低学年やピアの人たちが正しいことをおぼえてくれたら，その子たちが高学年になっ

た時に，低学年に正しいことを教えることができるからです。学校のいろいろな場面での自分たちの行動

が，下の学年のお手本となれるようにすごしていきたいです。 

 二つ目は，地いきの人にあいさつをして，お世話になった人には必ずお礼を言うことです。二学期は，

たくさん地いきの方と学習するき会がありました。みくまりきょうの水しつ調査，林業体験，野鳥の会の

学習などです。とてもきちょうな体験をさせてもらい，私たちは幸せだなと思いました。一月にも野鳥の

会の学習があります。お世話になった人にはきちんとお礼を言って，しっかり感しゃの気持ちを伝えたい

と思います。 

 三つ目は，勉強も自主勉強も積極的にすることです。四年生の家庭学習の時間は五十分間で，宿題だけ

ではすぐ終わってしまう日もあります。そういう日は，自分の苦手なところやもっと調べてみたいことな

どを自主的にやっていきたいと思います。そうすればじゅ業でもたくさん発表できると思います。 

 私は，この三つのめあてを三学期にがんばっていきたいです。高学年になった時にすべてできていたら

いいです。そのためにも，日ごろからこの三つのことを意しきしてすごしていきたいです。 

  児童代表 四年 山本 りん 

発行 校長 黒山 寛司 

2 月号 

令和５年１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 



 

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。 

 
児童集会～「ぽかぽか祭」～ 
 １２月１５日の５・６校時，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いまし
た。ここ数年，集会活動を行うことが難しい状況でしたが，今年度はみんなで楽しい時間を過ご
すことができました。活動はピアグループで行いました。 
 執行部の児童が計画・準備してくれた 7種類もの楽しいゲームをピアの人と協力してしっかり
楽しみました。ピアで声をかけあって迷子にならないように活動場所に移動したり，協力してゲ
ームに挑戦したり，順番をゆずりあったり，お互いのことを思いやる言葉もたくさん聞こえまし
た。また，クイズラリーにも挑戦し，チームで意見を出し合いながら一生懸命に考えている姿も
見られました。高学年も低学年も，めあてをもって活動に参加し達成することができました。 
最後には，活動を企画運営してくれた執行部のみんなや，一緒に楽しむことができたピアのチ

ームのみんなに，感謝の気持ちを伝えることができました。 
寒い一日でしたが，北小学校のみんなの笑顔で心も体もぽかぽかになりました。 

不審者侵入時対応訓練（教職員） 
 １月６日（金）に教職員による不審者侵入時対応訓練を実施しました。今回の訓練は，
次の2点を主なねらいとして行いました。 
◎不審者侵入に対し，教職員が連携を図りながら，児童の安全を守るため，迅速，適切に行動で
きるようにする。  
◎校内，教室内に不審者が現われたときの籠城の仕方，担任の対応について確認し，訓練する。 

  学校に侵入した「不審者」とそれに対応する教職員の動きや児童の避難の状況について，改め
て確認することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

グウ：椅子の背もたれはこぶし１つ分

空ける。 

ピタ：足の裏を床につける。 

ピン：背筋を伸ばす。 

サッ：手は太ももの上にサッと置く。 

＜お願い＞ 子どもたちの安全のために 

〇 欠席や遅刻の場合，必ず８：１５までに学校への連絡をお願いします。連絡はメール 
からもできますので，ご利用ください。（当日，7：３0～8：15） 

   遅刻の場合は，安全面を考慮し，必ず保護者の方も一緒に学校まで来て下さるように 
お願いします。子どもさんと一緒に正面玄関から入っていただき，事務室または職員室に
声をかけてください。（早退の場合もこれに準じてください。） 



第４１回卒業証書授与式（３月１７日）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。  

 

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 府中町公衛協会長賞 

４年 小西 佑実   ４年 高橋 司    
４年 山下 理沙   ４年 中塩 葵 

府中町公衛協奨励賞 
４年 池内 想真   ４年 堀本 朱里   ４年 山本 凛 
４年 和田 あさひ  ４年 丸谷 律弥   ４年 吉永 昌人 

   ポスターの部 府中町公衛協会長賞 
４年 尾濱 蓮    ４年 田口 ももか  
府中町公衛協奨励賞 

４年 奥平 翔真   ４年 島岡 拓海   ４年 岡本 鈴 
４年 小浦 璃愛   ４年 諸橋 仁    ４年 上田 千帆 
４年 小谷 香琳   ４年 中光 智咲    

ビルメンこども絵画コンクール   
   銅 賞    １年 津々見 咲香  ２年  川西 陸斗   ３年  大畑 翠 

広島県科学賞        
入 選   ２年 園山 芽生      
努力賞   ３年 河村 祐輝   ３年 大畑 翠 

４年 江原 岳寛   ４年 和田あさひ 
５年 奥 成央    
５年 松本 侑己・２年 松本 亘平・２年 松本 旬平 
５年 池田 清花  ５年 劉 奏和 ５年 井川 叶愛 
６年 髙橋 沙綾 

府中町明るい選挙啓発ポスターコンクール 
    特 賞   6年 新谷 紬  
   佳 作   6年 小松 拓矢  6年 田中 柚希乃 

 

いじめ・体罰・セクハラ相談窓口について 

今年度もお子様が安心して楽しい学校生活をおくることができるよう， 
府中北小学校教職員は全力で取り組みます。 
相談日は毎月第３木曜日ですが，気になることがあれば随時対応して 

おりますので，ご相談ください。 
〈担当者〉末元 あゆみ (教頭)   森貞 知子 (養護教諭) 

藤森 淳二   (生徒指導主事) 
また，次の３名も対応いたしますので，相談を希望される方は学校までご連絡ください。 

教育相談員 松本 千恵子 (原則 水曜日 9：00～12：00) 
ＳＳＷ(スクール ソーシャル ワーカー) 高橋 蔦江 (木曜日 9:15～12:15) 
ＳＣ(スクール カウンセラー) 松本 祥子  

2/13 ，2/27 ，3/13  (9：15～16：00) 

学校電話 ０８２－２８５－１０１１（窓口 教頭） 



 

1 水  

2 木  放課後チャレンジタイム～15：35

3 金  

4 土  

5 日  

6 月 諸費振替日

7 火
1年公園たんけん① 放課後チャレンジタイム～
15：35

8 水 読み聞かせ  委員会

9 木  放課後チャレンジタイム～15：35

10 金  

11 土 建国記念の日

12 日  

13 月
諸費再振替日　松本S.C来校（9:15～16:00）
長縄大会（昼休憩）

14 火
1年公園たんけん② 放課後チャレンジタイム～
15：35

15 水 読み聞かせ 特別支援SV来校（9:00～16:30） クラブ

16 木  授業参観⑤⑥

17 金
さわやか挨

拶（2-2）
長縄大会（昼休憩）

18 土  

19 日  

20 月  

21 火
1年公園たんけん③ 放課後チャレンジタイム～
15：35

22 水  放課後チャレンジタイム～15：１5

23 木 天皇誕生日

24 金 1年公園たんけん予備日

25 土  

26 日  

27 月 松本S.C来校（9:15～16:00）

28 火  放課後チャレンジタイム～15：35

17日（金） 通常 委員会 クラブ

24日（金） 1 14:35 14:15 14:15 14:15 14:15 15:05 14:35

2 14:35 15:05 14:15 14:15 14:15 15:05 14:35

25日（土） 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

31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

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

全校13:15 放課後子供教室

放課後子供教室

放課後子供教室

放課後子供教室

安芸郡小学校サッカー大会（熊野）中止

卒業証書授与式（1～5年臨時休業）

修了式・離退任式　

給食終了備考

3月の主な行事 3学期の下校時刻

学年 月 火
水

学年末休業　（4/1～4/6学年始休業）

木 金


