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みんなのうた

7 月夏休み号

「いよいよ夏休み！」

子どもたちは暑い中，熱中症やコロナウィルスに気をつけながら頑張っ
て 1 学期を乗り切りました。そしていよいよ待ちに待った夏休みです。
7 月 20 日の終業式では，3 つの約束を守ろうという話をしました。
①「規則正しい生活を送ること」
避難訓練（地震・火災）の様子
②「おうちのお手伝いを必ずやること」
…頭を守る行動をとりました。
③「事故や怪我に気を付けて安全安心な夏休みを送ること」
これらについてはおうちでもしっかり守らせてやってください。そしてもちろん引き続きコ
ロナ対策の“密を避けること”
“こまめに手洗いすること”
“外出時，人込みではマスクをつけ
ること”などは気をつけなければいけません。
おうちと学校で連携・協力して，子どもたちの健康を，安全安心を守っていきましょう！
そして 8 月 24 日 25 日 26 日の登校日と 9 月 1 日の 2 学期始業式には全員元気に登校し
てほしいと思います。よろしくお願いいたします。
校長 倉本 樹

７月７日（木）
，８日（金）に，広島法務少年支援センターの方々を講師として
招き，犯罪防止教室を実施しました。
低学年（１・２・３年）のテーマは「万引き防止」。万引きは窃盗という罪にな
るのだという認識をもつため，悪いことをした時の気持ちや家族や友達の悲しみ，
被害に遭われた方の気持ちを考えました。
高学年（４・５・６年）のテーマは「ＳＮＳの使い方」。友達関係で身近に起こ
りがちなＳＮＳのトラブルについて，具体的な場面を通して考えました。
全体に共通して大切なことは，普段から・・・
①「小さなルールを守ること」
（学校のきまりや社会のマナーを守る）
②「自分も相手も大切にすること」
（自分，家族や友達，地域やお店の人，
ネットを使っている人などが被害にあわないようにする）
③「想像力を働かせること」
（これをしたらどうなるのか先を見通す，人の気持ちを考える）なのだそうです。
最後に，
「みなさんが毎日を元気よく過ごし，夏休みもルールを守って楽しんでくれることを願っています。」
との言葉をいただきました。
小さなルールをきちんと守ることを心がけていれば，ルールやマナーを守ることが，苦しいことではなく「当
たり前のこと」になってきます。そのことにより，犯罪から自分を守ることにもつながっていくのだと思いま
す。
「ルールやぶりは，くせになります。
」という言葉が印象的でした。 家庭でも，お金やネットの正しく安
全な使い方について話し合い，家庭内のルールを確認したり，見直したりしてみてください。

学校評価アンケート（保護者用）ご協力ありがとうございました
保護者の皆様からご意見をいただき，教育活動の向上を図っていくため，アンケートを実施しました。
今年度も Google Forms を使い，ＷＥＢアンケートとしました。たくさんの方が早々にご回答くださり，
有難く思いました。この内容は，10 月の中間報告に活用させていただきます。

南小ＰＴＡ・府中町家庭教育支援チーム「くすのき」・府中南公民館共催

家庭教育講演会
７月２日（土）府中南公民館で，家庭教育講演会が開催されました。
演題は「『電子メディア』大人の果たす役割と期待」で，講師は比治山大学現代文化学部子ども発達教育学
科

鹿江 宏明先生でした。実際に自分達のスマホを操作して，先生からの質問に回答し，それを画面で共有

しながら話が進んで行きました。
「2030 年には，日本の労働人口の 49％がＡＩやロボットで代替可能になっている。そんな未来社会『Society
５.０』を生きる今の子ども達にとって，電子メディアは鉛筆やノートのような文房具と同様に使いこなす必
要のあるもの。しかし，正しい使い方をしないと依存症や犯罪に巻き込まれるなどの弊害も出てくる。家庭で
のルールは，子どもと話し合って一緒に作っていくことが大切。
」とのことでした。参考資料として，アメリ
カの母親が初めてスマホを使う子どもに渡した契約書「18 の約束」も示されました。
「いつからスマホを持た
せるのがよいのか。
」という保護者からの質問に，
「ルールを話し合えるようになってからが一つの基準。」と
いう回答がありました。とても分かりやすく為になるお話で，あっという間の１時間半でした。
お世話してくださった府中町家庭教育支援チーム「くすのき」，府中南公民館，ＰＴＡ教養委員の皆様，あ
りがとうございました。

①

８月 11 日（木）～16 日（火）は夏季一斉閉庁日となっています。学校施設の使用はできません。
職員・管理員共に不在となりますので，緊急の場合，閉庁期間中は下記へご連絡ください。
【連絡先】府中町教育委員会 学校教育課
℡（０８２）２８６－３２７１（ 8：30～17:15 ）※土・日を除く ）

②

今年度予定していた夏休み中のプール開放は，町の都合により残念ながら中止となりました。

③

８月 24 日（水）～26 日（金）は授業日です。普段と同じように，８時 15 分までに登校させてくださ
い。午前中授業をし，11 時 15 分頃下校します。給食はありません。

④

６年生は 26 日（金）14 時 30 分から緑中オープンスクールがあります。そのため，６年生はこの日
10 時 40 分に下校します。オープンスクールについての詳細は，６年学年だよりや緑中からのお知らせ
をご覧ください。

⑤

新型コロナウイルス感染症等に起因した学校給食食材の高騰に対し，学校給食費に係る保護者の負担
を軽減することを目的として，府中町より児童一人１日 15 円の補助金が交付されます。補助金は，給
食食材の購入に充てられます。どうぞお知りおきください。

府中町健康マイレージ制度の変更について

※詳しくは町からのお知らせ等をご覧ください。

近年７～９月に取り組んできた制度でしたが，より生活習慣病予防に重点を置いた事業にするため見直
しが行われ，アプリを導入するなど内容が大きく変更されることになりました。
【変更後】
・対象者…18 歳以上 65 歳未満の町内在住・在学・在勤の人
・目的…健康意識の向上と健康的な生活習慣の定着を促進することにより，生活習慣病の予防・改善を図
る。また，参加者が互いに健康づくりに取り組む意欲を高め合い，健康づくりの輪を広げる。
・参加方法…アプリをダウンロードし，健康づくりの取組により獲得したポイントをアプリで管理。
・貯めたポイントの使途…寄付先団体に報奨金を贈呈。他
・ポイント付与対象…健康に関する動画の再生，町主催事業への参加等

今年度，南小は，県の「学びのセーフティネット構築事
業」の取組の一つである「小学校低学年段階からの学ぶ喜
びサポート校事業」の指定を受け，学力向上対策の強化に
取り組んでいます。１，２年生の算数科の授業に加配教員が付き，担任と一緒に児
童の課題を分析し，それをもとに個別の手立てを講じながら全ての子どもの学力の
向上を図っていくものです。
６月 17 日（金）には，１年３組で研究授業を行った後，全体で研修しました。
（１年３組の児童は，先生がたくさん見に来てくれたと喜び，はりきって学習し
ていました。
）広島県教育委員会義務教育指導課指導主事による指導のもと，グル
ープに分かれ，Google Jamboard を使って協議を行い，全体交流しました。コロ
ナ禍で，全体で集まっての協議を極力控えてきたため，久しぶりの対面での協議
で新鮮でした。テーマに沿って真剣に話し合う先生達の姿がそこにはありました。
夏休みには，国語科と算数科の学習における低学年段階からのつまずきを分
析・分類し，さらに研究を進めて子ども達の学力向上に役立てる予定です。

１年生「シャボン玉遊び」
いろんな道具で，いろんな形
のシャボン玉ができました。

２年生 生活科
自分が育てた野菜を観察した後，自分
のＰＣで記録写真を撮りました。

５年生 草抜きバトル
５年生の米米ＣＬＵＢが育てている稲や体育館の周りが草だら
けだったので，クラス対抗のイベントにして，５年生が草抜きを
してくれました。なんと合計１０４ｋｇ！ありがとう！

全校朝会「ＰＣについて」
今後の持ち帰りを見据え，正しいＰ
Ｃの使い方や情報リテラシーについ
て，情報担当教員が話をしました。

３年生 参観日
久しぶりの参観日で，はりきっ
て手を挙げ発表しました。

児童会活動「トッティー（折り鶴）キャンペ
ーン」… 執行部の「海を渡った折り鶴」の
読み聞かせと呼びかけの動画を見て，全校で
世界の平和を願いながら４日間折り鶴を折り
ました。合計 4970 羽の折り鶴は，サポーター
の松岡さん製作の箱に入れて飾ってありま
す。８月６日の府中町原爆祈念式典並びに平
和祈念式で原爆の碑へ捧げられます。

月

内 容（日にち）
月
夏季一斉閉庁日（11～16 日）
授業日（24～26 日：11：15 下校， 給食なし）
６年緑中オープンスクール（26 日）
12
（6 年 10：40 下校，14：30 開始～16：00 終了）
諸費引き落とし日（11 日）

内 容（日にち）
委員会活動（７日）
諸費引き落とし日（12 日）
個人懇談会（20・21 日）
終業式・給食終了（23 日）

９

始業式・給食開始（１日）
委員会活動（１4 日）
６年修学旅行（７・８日：山口県）
諸費引き落とし日（12 日）
５年野外活動
（28・29 日：江田島青少年交流の家）

始業式・給食開始（10 日）
諸費引き落とし日（10 日）
委員会活動（11 日）
クラブ活動（16 日）
参観日（26・27 日）

10

クラブ活動（３日）
委員会活動（５日）
命の教育参観日（６日）
諸費引き落とし日（11 日）
３年社会見学（４日）
１年社会見学（７日）
２年社会見学（13 日）
４年社会見学（18 日）

11

委員会活動（２日）
パブリックデー（８・９日）
諸費引き落とし日（10 日）
安芸郡小学生陸上記録会（12 日）
６年社会見学（15 日）
クラブ活動（28 日）

８

１

委員会活動（８日）
諸費引き落とし日（10 日）
クラブ活動（13 日）
安芸郡小学生サッカー大会（25 日）
２

３

委員会活動（１日）
卒業を祝う会（２日）
卒業証書授与式（17 日）
修了式・離退任式・給食終了（24 日）

