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早いもので，年の瀬を迎えます。校庭の木々の葉も落ち，冬の訪れを感じます。10月より緊急事態宣言が解除

され，感染症対策を取りながら学校行事を行いました。野外活動，修学旅行，社会見学，授業参観，東っ子発表

会（作品展示），体育参観日等の行事を通して子どもたちは成長し，思い出に残る学校生活を送ることができまし

た。充実した2学期になりました。 

バスの乗車，駅の見学 

 2年生が10月26日に，生活科「みんなでつかうまちのしせつ」の学習で，路線バスを使って天神川駅に行

き，見学をさせていただきました。 

広電バスのご厚意により，出発前に路線バスの利用の仕方やマナーなどを教えていただきました。実際に大型

バスをグランドに持ってきてくださり，実演をしたり器具を見せたり，児童からの質問に答えたりしてください

ました。実際に車椅子の方の乗車の仕方も教えてくださいました。 

その後，「安芸府中高校下」のバス停から路線バスに乗車し，「天

神川駅北」のバス停まで，他のお客様の迷惑ならないように静かに

すごすことができました。整理券を取ったり，運賃を自分の手で入

れたりと，ドキドキすることがたくさんでした。 

天神川駅では，見学をさせていただきながら，事前に質問してい

たことに答えていただきました。見たこともない機械や信号機，警

報機などがたくさんあり，全部，みんなの安全を守るためにあるこ

とに気付くことができました。 

広島電鉄（広電バス）の皆様，JR西日本（天神川駅）の皆様，

ありがとうございました。 

最高の「○や  ○か  ○つ」“楽しもう”！ 

 5年生が 10月 27日，28日に広島市青少年野外活動センターに野外活動に行ってきました。天候にも恵

まれ，海抜500mの高地で，秋を感じながら最高の野外活動を体験できました。 

子どもたちが立てためあては，“楽しもう”○や  やるときはやる ○か  かかりでチャレンジ ○つ  つながろ

う （協力，仲良く，助け合おう）です。野外炊飯，キャンプファイヤー，オリエンテーリング等の活動を，班

のメンバーで協力しながら取り組みました。野外炊飯では，お湯を沸かすだけで調理をすることの難しさを体験

しました。キャンプファイヤーでは，自分たちで司会をして，楽しく盛り上げました。オリエンテーリングでは，

自然の気持ちよさを感じながら，班で協力して回ることができました。 

この野外活動の一番大きな成果は，班で協力しながら活動したことです。活動を終えると，班のメンバーの良

かったところや優しかったところを，大きな画用紙に互いに頭を突き合わせながら書き加えます。最終日には，

たくさんの優しさが画用紙にあふれていました。５年生を大きく成長させた野外活動になりました。 

 

 

 

 

 

 

思い出に残る 修学旅行 

 ６年生がコロナウィルス感染症対策のため延期されていた修学旅行に行ってきました。1１月５日(金)早朝，新

幹線で出発。博多駅からバスで吉野ケ里遺跡の見学です。弥生時代の生活や建物の様子を見学した後は，有田ポ

ーセリングパークで有田焼絵付けの体験です。その後，長崎原爆資料館を見学し，平和記念像の前で写真を撮影

し，平和学習を行いました。夜景のきれいな長崎市内ホテル「矢太樓」に宿泊，翌日は，班行動でハウステンボ

スを探索し，夕方広島に帰ってきました。天候にも恵まれ，小学校生活最高の思い出を作ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

体育参観日 ありがとうございました！  

 5 月の運動会が中止になり，11 月 10 日(水)に

体育参観日を実施しました。感染症対策のため，人

数制限や入場時間の制限等，ご迷惑をおかけしまし

たが，多くの皆様に参観していただき，ありがとう

ございました。 

 たくさんの保護者の皆様の前で，子どもたちは一

生懸命に演技しました。低学年は「かけっこ」の後

「ふりふり玉入れ」でした。かわいいダンスと玉入

れを披露しました。中学年は「徒競走」の後「東っ

子ソーラン2021」を力強く踊りました。高学年は

「徒競走」の後「HELLO 体育参観日 心を一つに 

リズム縄跳」で，みんなの団結力を見ていただきま

した。 

 ２学期は，いろいろな行事を再開し，子どもたち

は表現する力，協力する力，感謝する力を身に付け

ています。体育参観日に身に付けた力を，これから

の学校生活に生かしていきます。 

読書大好き！「府中町ポップコンテスト」入賞 おめでとう！ 

 5，６年生が「府中町ポップコンテスト」に応募し，次の４名が入賞しました。おめでとうございます。（ポッ

プとは，自分の言葉と絵などで，その本の魅力を伝えるものです。） 

 教育長賞  6年 村上 真日菜さん  府中町立図書館長賞 5年 村上 遙さん 

学校司書賞 6年 武井 遥香さん    本好き愛が伝わる賞 5年 大杉 笑凛さん 

  （武井 遥香さん）     （村上 遙さん）    （村上 真日菜さん）    （大杉 笑凛さん） 



日 曜 1年 2年 3年 4年 5年 6年 行事等

1 水
全校朝会・放課後子供教室（図

書室）

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月 読み聞かせ５・６年

7 火 14:50

8 水 放課後子供教室（図書室）

9 木
　
S.C.相談日

10 金 ベルマーク回収日

11 土
12 日

13 月 読み聞かせ3・4年

14 火 14:50

15 水
放課後子供教室（図書室）
児童朝会

16 木

17 金 さわやかあいさつ運動

18 土 2学期末個人懇談日

19 日

20 月 読み聞かせ１・２年

21 火 14:50 あいさつロード

22 水

23 木 2学期終業式

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

14:50 15:40

14:50 15:40

15:40

15:4014:50

14:50 15:40

14:50 15:40

14:30 15:15

14:40

14:50

15:40

14:30

14:40

15:40

14:30 15:15

14:40

14:50 15:40

14:30 15:15

３学期始業式

１月７日（金）

下校時刻 全学年 １４：３０

全国学力・学習状況調査結果から見えてくるもの 

 全国学力・学習状況調査が6年生対象に5月27日に実施されました。国語と算数の正答率は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語も算数も，全国平均値よりも高い数値になりましたが，結果を分析すると次のような課題がありました。

これらの課題に対し，指導方法を改善していきます。 

【国語の課題】 

●文章と図表とを結びつけて，必要な情報を見つけること。 

●目的を意識して，中心となる語や文を見つけて要約すること。 

【算数の課題】 

●図形の構成の仕方をとらえて，筋道を立てて説明すること。 

●商が１より小さくなる等分除（整数）÷（整数）の場面で，場面から数量の関係を捉えて除法の式に表し，計算

すること。 

 質問紙調査では，家庭学習についての課題がありました。 

 平日の家庭学習の時間（学習塾，家庭教師，インターネットを含む）1時間未満が34.6% 

 土・日等学校が休みの日の家庭学習の時間１時間未満が41.8%でした。中学校生活を見通しながら，平日，休

日それぞれ何分ずつ学習していくか，自分で目標を設定させるようにしていきます。 

入賞おめでとう！ 府中町公衆衛生推進協議会 

 標  語［環境分野］  小学校低学年優秀賞  １年 石田 喜豊くん 

ポスター［健康分野］  小学校高学年奨励賞  ４年 清水 陽向くん 

入賞おめでとう！ 「税の絵はがき」安芸地区租税教育推進協議会 

 広島安芸法人会 女性部会長賞 ６年 佐伯 眞彩さん    金賞 ６年 後藤 蒼空さん 

            入選 ６年 小林 未空さん    入選 ６年 早川 茉穂さん 

第 23回筆の里ありがとうのちょっと大きな絵てがみ大賞 入賞おめでとう！ 

 5年生全員が応募し，次の6名が入賞しました。 

 優秀賞 井上 颯真くん 

佳作  佐古 遥音くん  中岡 凜さん  山下 結愛さん 

 奨励賞 恒森 芽柚さん  山本 咲羽さん 

佳作以上の入賞作品は，筆の里工房で1月4日から29日に展示されます（要入館料）。奨励賞は1月4日か

ら16日まで展示されます。 

広島市水道局第 45回児童生徒図画・ポスターコンクール 入賞おめでとう！ 

 ４年生が応募し，学校特別賞を受賞しました。また，次の４名が入賞しました。 

 佳作  大下 拓己くん  梶川 敦貴 くん    努力賞 市川 藍十くん  亀井 一平くん 

イオンモール広島府中店 3階ペテモ横通路に平成4年2月10日から22日まで展示されます。 

中国俳壇 (中国新聞(10月 25日朝刊)に掲載されました。おめでとう！) 

 ひさしぶり 夏のにおいだ 衣がえ   5年 宮腰 真緒さん 

 

 

 

 

 

 

 

国語 本校 全国平均 県平均 

正答率 78 64.7 66 

算数 本校 全国平均 県平均 

正答率 80 70.2 70 

教育相談日 

（スクールカウンセラー） 

・９日(木)    9:15～15:00  三宅先生 

 ・14日（火） 9:15～15:00  松本先生 

（教育相談員） 

 ・金曜日 9:00～13:00 垰田先生 

（スクールソーシャルワーカー） 

 ・火曜日  9:00～12:15高橋先生 

※お気軽にご連絡ください。 

電話番号286‐1835 


