
みんなのうた ２月号 「春もすぐそこまで・・・」 
今年令和 5年は，2月 3日（金）が「節分」そして 4日（土）が「立春」です。 

立春は一年で一番寒い時期ですが，立春をこえると寒さが段々和らいでいくとされて 

います。「本当に？」とつい言ってしまいたくなるような厳しい寒さが続きますが，きっ 

と春は少しずつ近づいてきていると信じて待ちましょう。 

さて，1 月 18 日は「新入生入学説明会」があり，来年度から新たに府中南小の仲間になる新入生の保護

者の方が来られました。6年生がシート敷きや椅子並べ等の準備をしてくれました。当日は PTA会長さんや

CS事務局の石本さんに PTA活動や入学までの心構えについてお話をしてもらいました。新入生の保護者の

方も大きく頷きながら聞いておられましたよ。 

3 学期は短いですが，「今年度最後の参観日・懇談会」「持久走大会」「緑ヶ丘中入学説明会」「卒業を祝う

会」「卒業式」と行事や活動がたくさんあります。そして引き続きコロナウィルスやインフルエンザの拡大蔓

延が心配されます。ご家庭におかれても感染対策の徹底をお願いしたいと思います。 

それではあたたかい春の訪れ，コロナの終息を信じて頑張りましょう！今月もよろしくお願いいたします。                              

府中南小学校長 倉本 樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   地域の方からお電話があり，校外での子ども達の心温まるエピソードについて教えてくだ   

さいましたので，紹介します。地域とのつながりの中で子ども達の心が育っていること，思いやりを行動で

表せていることを知り，教職員一同とてもうれしく思いました。ありがとうございました。 

  

 

          府中南小学校                

「命に出会う」学校だより   キーワードは「共育」 
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「２学期にがんばったこと」 【２学期終業式 児童代表の言葉】 ２年 德永 侑真 

 ぼくが２学期にがんばったことは，３つあります。１つ目は，あいさつです。登下校中に会った人には，

必ず大きな声であいさつをします。学校でも，先生や友達にあいさつをします。あいさつは大切なので，こ

れからもがんばりたいです。２つ目は，かけ算です。九九カードを何度もやったり，給食の時間に流れる九

九の歌を，家でもよく歌ったりして覚えました。３つ目は，係の仕事です。２年４組では，「今日のきらり

さん」を紙に書いて手紙にして配っています。ぼくは手紙係なので，ポストに手紙を取りに行ったり，きら

りさんの紙を配る仕事を忘れたりしないようにがんばりました。手紙係の皆で話し合って，きらりさんの紙

を書いた人には，自分達で折った折り紙をプレゼントする仕事を考えてがんばりました。そうすると，クラ

スの皆がたくさん書いてくれるようになってうれしかったです。３学期になったら持久走があるので，足が

速くなれるように運動をがんばりたいです。２年生の締めくくりをしっかりとしていきたいです。 

「３学期にがんばりたいこと」 【３学期始業式 児童代表の言葉】 ４年 原田 桜歌 

 今日から３学期が始まりました。４年生最後の学期です。私が３学期にがんばりたいことは，根気強くチ

ャレンジする「たくましさ」です。大きく２つあります。１つ目は，「縄跳び」です。二重跳びが２学期に

８回できました。そこで，３学期には 15 回できるようになることが目標です。そのために，たくさんでき

る友達にこつを教えてもらったり，たくさん練習をしたりしていきたいです。２つ目は，「持久走」です。

持久走大会では，３年生の時の記録を 30 秒以上縮めたいです。そのために，寒い日が続きますが，寒さに

負けずにたくさん走ったり，外で遊んだりして体力をつけたいです。４年生最後の３学期で，「かしこく」

「やさしく」「たくましく」の姿を目指し，５年生への準備をしっかりしていきたいです。 

【小さいお子さんを連れたお母様より】 

 道中，我が子が大切なものを落としてしまい，取れ

なくて困っていました。通りかかった低学年の男の子

が「どうされましたか。」と声をかけてくれ，「ぼくが

取ってあげます。」と言って拾ってくれました。あき

らめかけていたところだったので，とてもうれしかっ

たです。 

【登下校の見守りをしてくださっている方より】 

 墓地の入口にお地蔵さんがあり，それがとても朽ち

ているので，立て直しに向けて寄付を募っています。  

今日，高学年の女子２名が立ち寄り，ティッシュの

上に「わずかですが，費用として役立ててください。」

というメモとお金を置いていってくれました。涙が出

るほどうれしかったのでお電話しました。 

12月…誰かが作ったかわいい雪だるま発見！ 



 

● 青少年育成町民会議「家庭の日作文」   

特選 １年 垣内利仁 そぼろごはんとぼく 入選 １年 児玉明凛 お兄ちゃんとラジオたいそう 

入選 １年 和田直也 かわいいおとうと 入選 ２年 載寧かのん みんなでラジオ体そう 

入選 ２年 德永侑真 ぼくがそだてたオクラ 入選 ３年 杉本悠真 とつぜんいなくなったお母さん 

入選 ４年 岩本里緒 お母さんの手 入選 ４年 岩本菜緒 私の妹 

入選 ４年 西村優利 ＨＢ，カムバックアゲイン  

     ※ 入選作品については，青少年育成府中町民会議が発行する作文集に掲載の上， 

関係各所に配布されます。本校にも配布されますので，ぜひご覧ください。 

● ＪＡ共済広島県小・中学生書道コンクール 

   佳作 ２年 武馬 湊志  佳作 ４年 山本 朱環 

 

● 第 99回宮島写生大会   銅賞 ３年 中野 敦仁 

● 「府中町健康マイレージ制度アプリ」へのご参加ありがとうございます 

   健康づくりで貯めた取組ポイントの振込先を府中南小学校に選んでいただき，ありがとうございます。 
南小ＰＴＡに 12 月末からたくさんのポイントが寄付されており，保護者や地域の皆様のご協力に感謝申

し上げます。皆様の体力や健康づくりへの興味関心も，その分向上されていることと喜ばしく思います。 
対象ポイント付与期間は，令和４年度は令和４年 12月１日～令和５年１月 31日です。あと少しとなりま

したが，まだ取り組んでおられない方はぜひ取り組んでみてください。（意外とはまると評判です(^^)） 
● インフルエンザにもご注意を！ 
   新型コロナでおさまっていたインフルエンザが，今年ははやり始めています。外出後はうがい手洗いをし

たり，部屋の乾燥を防いだりするなど，インフルエンザ対策にもどうぞご留意ください。 

新しい児童会執行部がスタート 
12 月 13 日（火），５年生による新しい児童会執行部の選挙がありました。24 名の立候補者が一人ずつ決意

表明をし，「リーダーとして輝く６年生のように自分達も頑張りたい。さらに良い南小をつくっていきたい。」

という思いや，自分なりの考えを伝えました。全員が選挙当日までしっかりと準備と練習を重ね，当日は堂々

と自分の考えを述べることができました。これまでの６年生の伝統が引き継がれていることを嬉しく思いまし

た。思いを抱いて立候補した 24名の学校を良くしたいという熱意に，心から拍手を送ります。 

３学期初日に行われた，新執行部８名の就任のあいさつを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会活動も引き継いでいます 

  ３学期は委員会活動を５・６年生で行い，６年生が５年生に活

動の目的や常時活動の仕方などを引き継ぎます。１月 11日（水）

の委員会活動では，先輩として熱心に丁寧に教える６年生と，一

生懸命に教わろうとする５年生の姿がありました。来年度の府中

南小学校のリーダーとしての成長が，今から楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

私達は３学期から児童会執行
部として皆さんと一緒に学校を
良くしていきます。よろしくお願
いします。 

やる気のある南っ子が増える
よう，児童会執行部として引っ張
っていきます。  （金田 陽汰） 

けががなく，安全で安心できる
学校にしたいです。 

（川口 碧仁） 

責任をもって，一生懸命頑張っ
ていきたいです。 

（藤井 瑛大） 

毎日最高の思い出ができるよう
な学校にしたいです。 

（山下 迅） 

みんながやってみたいと思う
事を実現できるような学校にし
たいです。   （藤崎 心鈴） 

あいさつがあふれて，みんな
が笑顔になれる学校にしていき
たいです。   （平柿 美奈） 

皆が笑顔で来られる学校にし
たいです。 

（工藤 希結叶） 

南っ子が楽しく，安心して行
ける学校にしたいです。 

（竹下 智子） 

第 2 図書室前のサポーターさ

ん作成の掲示。美しいものに

触れ，子ども達の「見る目」

も養われます。 
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ａ命の教育の充実 ｂ読書活動の推進 

   

ｃ生徒指導体制の確立 d体づくり 

   

 

 

ｅ信頼される学校づくり  
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ａ命の教育の充実 ｂ読書活動の推進 ｃ生徒指導体制の確立 

   

d体づくり ｅ信頼される学校づくり 

   

たてわりで，掃除をしたり遊んだりするのは楽
しい。 

わたしたちの体をつくったり，健康に元気よく
すごしたりするために，食べることは大切だと
思う。 

12月に実施した児童・保護者アンケートの結果です。ご協力ありが

とうございました。児童の項目「学校へ来るのが楽しい」が 7 月の

88.3％から 93.3％に向上しました。楽しい理由としては，「友達と遊

べる」「みんなや先生と勉強できる」など人との関わりが多かったで

す。２学期以降行事が復活し，交流が増えた成果と思われます。楽し

くない理由としては，「勉強が苦手・面倒」「友達がいない」などがあ

りました。保護者の結果では，「教育活動に積極的に参加したい」が

減少していました。アンケート結果をもとに，本校の成果と課題・改

善方策を分析し，魅力ある学校づくりに取り組んでいきます。 

教員 

主体的な児童を育てることを意識した評言に取
り組んでいる。 

 
14（48.3） 

 14（48.3） 

47（14.6％） 

【1,2 年】学習を通して，命は大切だと感じることがで
きた。【3,4 年】学習を通して，命の大切さと自分の生き
方について考えることができた。【5,6 年】学習を通して，
自分の生き方について考え，言葉や行動に表すことがで
きた。 

同じ学年のなかまと話をしたり，一緒に何かを
がんばったりするのは楽しい。 

97（14.7％） 
84（12.7％） 

学校に来るのは楽しい。 

133（20.1％） 



 

 

 

 

 

   

12月 23日終業式の日…この冬初めての積雪に，皆大喜び！ 
先生も外に出て，一緒に雪遊びをしました。 

新年の飾りつけ…子ども達が心新たにスタートできるよう，
正月飾りととメッセージを掲示しました。 

 

 

 

 

   

「終業式・始業式」…コロナ禍で始まったオンラインによる
式ですが，その場にいるように礼をしたり返事をしたり…今
やすっかり馴染んでいます。 

５年「書き初め」…「平和な国」という文字を，新年の願いを
こめ，点画に気をつけて書きました。 

 

 

 

 

   

６年「緑中オープンスクール」…1/11にオンライン形式で行わ
れました。生徒会による「緑中紹介クイズ」に答えたり質問を
したりして，進学が楽しみになったようです。 

「入学説明会」…新１年生の保護者対象に行いました。校長や
ＰＴＡ会長，コミュニティ・スクール事務局のお話や学校の諸
連絡を，熱心に聞いていただきました。 

    

３年「クラブ見学」…高学年がクラブ活動をしているところを
見学しました。見学後，「４年になったら○○クラブに入るよ。」
と， 楽しそうに話していました。 

「グリーンサポーター」…1/21（土）に体育館脇やプールのフ
ェンス沿いの樹木剪定，水道管破裂防止作業などをしてくださ
いました。いつもありがとうございます。 

外壁工事の足場が取れ，ピカピカの外壁が見

えてきました。工事終了まであと少し…完成

が楽しみです。 


