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新年 あけまして おめでとうございます 

新年 あけまして おめでとうございます。旧年中は，保護者の皆様・地域の皆様には，大変お世話になりま

した。特に，新型コロナウィルス感染状況が改善され，10 月からは皆様の協力のもとに学校行事を行うことが

できました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。 

今年は「寅年」です。中国伝来の十二支は，もともと植物が循環する様子を表しており，その年の特徴につな

がるといわれています。寅は十二支の3番目で，子年に新しい命が種の中で芽生えはじめ，丑年には種の中で育

つがまだ伸びることができない。寅年は春が来て根や茎が生じて成長する時期，草木が伸び始める状態だとされ

ています。子どもたちも，根を大地に広げ，茎や葉を大空に伸ばしてくれることを願います。 

新しい年がスタートします。新型コロナウィルス感染症対策を行いながら，実りのある年にしたいと思います。

教職員一同，一丸となってがんばりますので，今年も引き続き，温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

学校で見つけた おうちの人に知らせたいもの 

1 年 3 組の国語の学習の様子を紹介します。「学校で

見つけた，おうちの人に知らせたいもの。」についての作

文を書きました。なんてん，カキの木，いちょうの葉，

さくらの葉，大きな木，サツマイモの葉，だんごむし，

おちば，ふうせんかずら，マリーゴールドなど，絵を描

き加えて見た目，触った感じ，重さ等，五感を通じて感

じたことを書きました。子どもたちの作文用紙の裏には，

お母さん，お父さんからの感想が，とても詳しく書かれ

ていました。子どもたちは，おうちの方からのコメント

を一番喜んでいました。 

 

人権の花（ヒヤシンス）の贈呈式 

11月24日に３年生が人権擁護委員の坂田さん，高石さん

から，人権の花（ヒヤシンス）の球根を一人一人にいただきま

した。「球根を大切に育てると根が出て，そして芽を出し，や

がて花を咲かせます。この花を育てていくことにより，みなさ

んも友達を大切にする心が育ってくれます。」とお話をしてい

ただきました。その後で電子紙芝居「白い魚とサメの子」を見

て，みんなと同じにはなれない白い魚の気持ちを考えました。

そして，やさしさや思いやる心を持っている自分らしさを大切

にすることに気づきました。 

子どもたちは，みんなが仲良しのクラス，学校であるために

は自分はどうしたらよいかを考えました。 

 

なかよくなった なわとび ＭＵＧＥＮ大会  

12月15日(水)なわとびＭＵＧＥＮ大会を開催しました。長縄に取り組むことを通して，体力と持久力を高め

るとともに目標に向けて「やりきる力」を養うことと，学級や学校全体の団結力やチームワークを高めることが

目標です。 

各学級が，ながなわの連続とびを3分間(180秒)で何回跳べるかを集計します。全学級の合計回数，１４００

回が目標です。子どもたちは，今までの最高

記録をめざし，昼休憩や大休憩に一生懸命に

練習しました。高学年は1秒間に1回以上

のペースで跳んでいます。（6年２組は243

回の大記録です）低学年は，声を合わせて楽

しく跳ぶことができました。 

合計記録は１４３９回，今までの最高記録

を出すことができました。 

なわとびＭＵＧＥＮ大会では，たくさん跳

ぶための作戦や練習計画を立てる等，「主体性」を養うこともできました。 

昔遊びを教えてもらったよ！ 

１年生が 12 月 20 日(月)に 20 名の山田町内会の皆様から昔遊びを教えていただきました。遊びの内容は，

コマ回し，紙飛行機，紙鉄砲，おはじき，

お手玉です。子どもたちにとっては初め

ての遊びも多く，地域の皆様に優しく教

えていただき，とても喜んで活動しまし

た。また，昔のきれいなコマの展示と秋の

牛祭りの説明を受けました。 

子どもたちは地域の皆様と交流がで

き，貴重な経験をすることができました。 

入賞おめでとう！ 

 広島県科学賞 

 入選   ５年 上野 蘭 さん  レッドキャベツの色実験 

   ６年 安本 有志くん  土と種をふんで発芽率は上がるの？ 

努力賞  3年 朝倉 大智くん  海の研究ＳＤＧｓ 

     ４年 小西 湊太くん  あじさいの色の変化 

     ４年 松本 七海さん  氷のとける速さを調べよう 

     ５年 中畠 陸月くん  レモンで電気はつくのか？ 

     ５年 井上 颯真くん  インゲン豆とおくらとえだ豆の観察 

     ５年 朝倉 弘喜くん  手作り電池 

     ６年 村上 真日菜さん 氷の温度変化 

     ６年 藤本 海未さん  氷ができるまでの時間 

     ６年 徳永 璃瑚さん  食べ物の中にある種子は発芽するのだろうか 

     ６年 上岡 莉空さん  色々な植物の種子の仕組みと発芽までの時間 

 「税の標語」安芸地区租税教育推進協議会 

  中国税理士会 海田支部長賞 ６年 𠮷田 萌夏さん  

 令和３年度ＪＡ共済広島県小・中学生書道・交通安全ポスターコンクール 

 書道コンクール 佳作  条幅  ４年 村上 歩日風くん 
        佳作  半紙  ３年 早川 佳慧さん 



教育相談日 

（スクールカウンセラー） 

・１８日（火）   9:15～12:15  松本先生 

・２０日（木）   9:15～15:00  三宅先生 

 

（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 

 

 

 府中町人権啓発書道コンテスト 

 町長賞    ５年 有田 琴子さん   6年 早川 茉穂さん 

教育長賞   ５年 上野  蘭さん   ５年 中畠 陸月くん  

６年 村上 真日菜さん  ６年 後藤 蒼空さん 

奨励賞    ５年 𠮷永 翼くん   寺廻  泉さん  村上  遙さん  朝倉 弘喜くん 

  佐古 遥音くん  中岡  凜さん  宮腰 真緒さん 

        ６年 上岡 莉空さん  小林 未空さん  德永 璃瑚さん  前田 莉子さん 

           兒玉 萌花さん  佐伯 眞彩さん  武井 遥香さん 

 府中町公衆衛生推進協議会 

 ポスターの部 （4年生が応募しました。） 

 ・広島県環境保健協会奨励賞 清水 陽向くん 

・府中町公衛協奨励賞 亀井 一平くん 荒平 和睦くん 大山 絢加さん 甲島 莉乃さん 松本 七海さん 

 ・府中町公衛協会長賞 柿野上 佳奈さん 木下 亜莉さん 桑島 まゆさん 下村 奈央さん 

 標語の部（1年生～6年生） 

  ・広島県環境保健協会奨励賞 石田 喜豊くん 

・府中町公衛協奨励賞  中村 愛 さん 荒平 和睦くん 大井 雅斗くん  

・府中町公衛協会長賞  松尾 燈くん   土屋 治毅くん 河野 心陽さん 下村 奈央さん  

山森 壮稀くん 八代 結月さん 恒森 芽柚さん 玉井 文太くん  

横田 陽菜さん 今川 優花さん 

「いじめ防止のための標語」作品コンクール  
府中町いじめ防止対策推進賞  （保護者）今村 規子さん  ありがとう あなたの声で 救われた 

学校賞   ６年 安本 有志くん   友達は 一生分の たからもの 

学年賞   １年 迫田 莉來さん   なかなおり おもいやりで やさしくなる 

      ２年 北川 由芽さん   ともだちに ふわふわことばで やさしくしよう 

      ３年 渡橋 佑太くん   ぼくがなる いじめをしない トップバッター 

      ４年 中間 ほの花さん  言葉はね つよいまほうを もっている 

      ５年 橋本 実侑奈さん  わたしたち 見てみぬふりは やらないよ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 1年 2年 3年 4年 5年 6年 行事等

1 土

2 日

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金 ３学期始業式

8 土

9 日

10 月
11 火 委員会・ベルマーク回収日

12 水 全校朝会・放課後子供教室（図書室）

13 木

14 金

15 土

16 日

17 月 さわやかあいさつ運動

18 火 14:50

19 水
校内全体研修
放課後子供教室・体育朝会

20 木
　
S.C.相談日

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火 14:50 あいさつロード

26 水 音楽朝会・放課後子供教室

27 木

28 金

29 土

30 日

31 月 クラブ（クラブ見学）

１月下校時刻

14:30 15:15

14:50 15:40

14:50

15:4014:40

15:40

14:50 15:40

15:40

下校時刻は，変更することがあります。変更する場合は，お知らせいたします。

14:30

14:50

14:50 15:40

14:50

15:40
14:30

15:40

14:40 15:40

15:40

13:00 14:30

15:15

14:40

14:40
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