
 

 

 

 

 
 
 

学校まるごと図書館で会いましょうプロジェクト 
～今年度も読書活動を推進しています～ 

放送で行われた全校朝会で，図書担当が府小っ子の読書活動について話をしました。 
 
府小っ子のみなさん，新しい学年になって２週間あまり。毎朝の読書タイ

ムでは，学校が一つの図書館になるようにしーんと静まり返ったなかで本を
読むことができていますね。今年も，府小っ子のみなさんに，本が好きにな
ってもらいたい、言葉をたくさん知って使ってもらいたいという願いをもっ
て図書室や創造の森など図書スペースの貸し出し準備をすすめています。 
今日は，３つお知らせをします。 
１つ目は，昨年度できた「図書館テキスト」についてです。こ

の「図書館テキスト」には，府中小学校に７つある図書スペース
にどんな種類の本があるかや，図書館を利用するときの約束，本
の借り方などが書いてありましたね。これらを守って，みんなで
読む本を大切に気持ちよく扱いましょう。この「図書館テキスト」
をしっかり利用して，面白い本や大好きな本とたくさん出合え
るといいですね。 
２つ目は，「読書貯金通帳」についてです。読んだ本の題名は「読書貯金通帳」に記録しましょ

う。学級の本や創造の森など，図書室以外の図書スペースで読んだ本の題名も，どんどん書きまし
ょう。あとで自分の読書を振り返ることができますね。また，今年度は家から読みたい本を持って
くることができます。名前を書けるものは書いて，おうちの方の許しを得て持ってきましょう。机
の横にかけてある手さげに読みたい本を入れておくなどちょっとしたすき間時間にすぐに読める
ようにしておくのもいいですね。 
３つ目は，明日，4 月 23 日についてです。明日は，「子ども読書の日」です。子どもが積極的

に読書活動を行う意欲を高めることを目的として，明日を「子ども読書の日」としたそうです。明
日は，担任の先生が「読書タイム」に読み聞かせをしてくださいます。また，先生が子供の時に読
んだ心に残った本についてのお話などありますので，楽しみにしていてください。  
４月２３日は「子ども読書の日」 
子ども読書の日の取組として，朝の「読書タイム」に担任が読み聞かせをしました。担任が選び

抜いた一冊を子供たちに読み聞かせたり，心に残った本についてのエピソードを語ったりして，一
日をスタートしました。子供たちは，担任の選んだ本やエピソードに釘付けとなっていました。 
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学年で力を合わせて～学年目標を紹介します～ 
府中小学校はチームで子供たちを育てていきます。年度始に立てた学年目標を，始業式に各教室

で視聴した教職員紹介動画の一場面と共に紹介します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
イングリッシュ・ルームができました！ 
府中小学校では，外国語によるコミュニケーション能力の向上

を図るために，５・６年生に外国語専科による授業を行っていま
す。５・６年生は，今年度整備されたイングリッシュ・ルームで
楽しく外国語に触れています。外国語専科の中村教諭によるテン
ポの良い授業の中で，外国語が教室を飛び交います。 

 

 
 
 
 
 

１年生 
なかよく さいごまで がんばる子 

４年生 
にこにこ はきはき きびきび  

特別支援学級 
げんきがいちばん！ 

５年生 
忍・認・任・人 

３年生 
３つのエル 

～そろえる・伝える・支える～ 

２年生 
ちえとゆう気と思いやりをもって 
ねばりづよくすすんでいこう 

６年生 
志―感謝・忍耐・挑戦― 

子供たちが自然と外国の文化や外国語に触れることができるように工夫された掲示物や本 

 

どの学年も学年の特徴や発達段階に応じた目標をた
て，子供たちが合言葉にしています。子供たちのよさを引
出し，伸ばしていくことができるよう力を合わせて取り
組んでいきます。学校だよりと共に学年だよりも合わせ
てごらんください。 



保護者の方と力を合わせて～ＰＴＡ総会の開催～ 
４月１７日（土）に令和３年度府中小学校ＰＴＡ総会を開催しま

した。コロナウイルス感染症防止対策を施しての開催でしたが，約
１４０人の保護者の方にお集まりいただき，学校長から令和３年度
の府中小学校の経営方針，生徒指導主事から学校のきまりなどの話，
ＰＴＡ会長からの挨拶がありました。議事では，新役員の選出，今
年度の活動方針などが承認されました。 
府中小学校ＰＴＡのスローガンは，「みんなで 共力 繋がる 元気

なＰＴＡ～心豊かにたくましく，やさしい子どもを育てるために～」
です。昨年度も学校のために，たくさんの保護者の方が協力してく
ださいましたが，今年度も期待しています。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

家庭でも根っこ育て～自分の命を自分で守ろう～ 

気候もよく日も長くなりました。放課後や休日に外で
遊ぶ機会も多くなってきていると思いますが，交通安全
のルール，特に自転車のルールを守り，正しく自転車に
乗ることができているでしょうか。自転車との接触によ
り，ケガをする事故も発生しています。そこで，生徒指
導主事が自転車の乗り方について子供たちへ放送で話
をしました。 
放送で話をした内容は，くすのきプラザでの注意点と

道路での自転車の乗り方です。府中小学校はくすのきプ
ラザに近いということもあり，遊びに行く機会もあると
思いますが，くすのきプラザのグランドは駐車場です。
そこを遊びの場として貸していただいているのです。 
みんなが安心安全で，楽しく遊ぶことができるよう使い
方を知り，みんなで守ることが大切です。道路での自転
車の乗り方ももう一度，家庭で確認して守りましょう。
ルールは自分や周りの人の命を守るためにあり
ます。自分も友達も，地域の方も安心安全に過ごせるよ
うにルールを守って自転車に乗りましょう。 

 

くすのきプラザでの注意点 
①駐車場に一台でも車が停まっ
ていたら，ボール遊びは禁止。 

②自転車は駐輪場に置く。 
③くすのきプラザのグランドの
中を自転車で通るときは，スピ
ードを出さない。遊んでいる人
に注意して通る。 
道路での自転車の乗り方 
①３年生までは自転車教室が終了す
るまで大人と一緒に走行する。 

②左側を一列で走行する。 
③スピードの出しすぎや片手運転な
ど，危険な乗り方をしない。 

④ヘルメットの着用を心がける。 

自分も友達も，地域の方も 
安心安全に過ごせるように 

今年も役員にたくさんの立候補がありました。
子供たちのために力を合わせていきましょう。 

小学校時代の子供たちは 
保護者の姿を見て学びます！ 

・挨拶する親の子供はよく挨拶する 
・掃除のお手伝いをさせる親の子供は
何でも一生懸命取り組む 

・親にじっくり話を聴いてもらった子
供は人前でも安心して発言できる 

・人の悪口を言わない親の子供は人に
対して思いやることができる 

・誰に対しても分け隔てのない親の子
供は安心して笑顔になれる 

家庭・地域と学校の双方向で 
子供を育てていきましょう！ 

生徒指導で大切にしたい 3 つの柱 
①自分からあいさつをする 
②時間を守る 
③自分も友達も大切にする 

文部科学大臣賞の賞状も披露しま
した。「早寝・早起き・朝ごはん」に
ついて引き続きご協力ください。 



 
  
  
 
今年度の経営目標と具体的な方策・指標です。この表に沿って学校の取組を自己評価します。 

 短期経営目標 目標達成のための方策 評価指標 

Ⅰ
 

認
知
ス
キ
ル
と
社
会
情
動
的
ス
キ
ル
の
育
成 

○  情動を制御
する力の育成 

(1)特別活動の時間に，ソーシャ
ルスキルトレーニング，自己理
解・他者理解，体験活動，話し
合い活動に取り組む。 

(2)ぐんぐんカードと学級活動，
委員会活動の取組をリンクす
る。 

(3)自己の生き方について考える
ような道徳の授業を行う。 

①「意識調査」の「学級力」に関す
る項目の肯定的回答を８０％以
上にする。（子供よし・教師よし） 

 
 
②学校の教育方針や教育活動に満
足と回答する保護者を９０％以
上にする。（保護者よし） 

 

○  言語能力の
育成 

 

(1)国語科を中心にカリキュラ
ム・マネジメントの深化とし
て，言語活動を取り入れた授
業を実践し，ペア学年で授業
を見合い研修する。 

(2)学年交流による読み聞かせ，  
ブックトーク，ビブリオバト
ル等に取り組む。 

(3)学校全体で読書量を増やす読
書活動を行う。  

③教科学力の結果が全国平均を３
ポイント上回る。（子供よし・教
師よし） 

④「意識調査」の「学びの基礎力」
に関する項目の肯定的回答を 
８０％以上にする。（子供よし・
教師よし） 

⑤１カ月の読書冊数が３冊以上の
児童を９５％以上にする。（子供
よし・教師よし） 

○  協働する力
及び目標を達
成する力の育
成 

(1)ＳＤＧｓに基づいた生活科・
総合的な学習の時間の単元を
開発し，実践する。 

(2)本や辞書を読んだり，調べた
りして考えたことやわかった
ことをまとめる自学ノートを
宿題とする。（小・中・高学年） 

⑥「意識調査」の「社会的実践力」
に関する項目の肯定的回答を 
８０％以上にする。（子供よし・
教師よし） 

○目標を達成す
る力の育成 

(1)健康な体づくりのため，睡眠
時間についての啓発と取組を
実施する。 

(2)特別活動の時間にメンタルヘ
ルス教育を行う。 

⑦「意識調査」の「家庭学習力」に
関する項目の肯定的な回答を 
８０％以上にする。（子供よし・
教師よし） 

Ⅱ
 

充
実
し
た
働
き
方
の
推
進 

タイムマネジメ
ントしながら教
師の本分に誇り
をもつ。 

(1)週１回の学年会で「子供と向
き合う時間」「業務で得られる
充実感」について振り返り，次
週の行動目標を確認する。 

(2)通常は１８：００，水曜日は  
１７：００までに業務を終了
する。 

⑧「子供と向き合う時間が確保され
ている」と感じる教員の割合を 
９０％以上にする。 

⑨「日々の業務の中で充実感を得ら
れている」の肯定的回答を９０％
以上にする。  

⑩一か月平均で教職員の１週間当
たりの勤務時間を４５時間にす
る。（教師よし）  

 
昨年度よりコロナウイルス感染症対策による学校行事の中止・延期・変更へのご理解ご協力

をいただきありがとうございます。今年度も，コロナウイルス感染症の状況を鑑みながら変更
する点がでてきています。心配されるお気持ちは分かりますが，学校行事に関して現時点では
お問い合わせにお答えすることができないことをご了承ください。 

令和３年度 府中町立府中小学校の取組 

根っこを育てよう・・・深く！太く！広く！ 
「粘り強い子」「本好きの子」「語彙力のある子」を育てます 



 

日 曜 行事予定 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 土

2 日

3 月 憲法記念日

4 火 みどりの日

5 水 こどもの日

6 木 登校指導　諸費振替日 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

7 金
登校指導　ALT
運動会準備のため１～５年１４：５０下校

14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 15:40

8 土

9 日

10 月
耳鼻科検診（３・５・６年・特支・４－１・４－２）
委員会活動 14:10 14:10 15:00 15:00 15:40 15:40

11 火
特別支援教育アドバイザー（9:30～16:30）
町SC（AM）　PTA運営委員会

14:50 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40

12 水
心電図検査（1年・対象者）8:55～
職員研修のため　14:30下校

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

13 木
租税教室６年（５・６時間目）
諸費再振替日

14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

14 金 ALT 14:50 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40

15 土

16 日

17 月
さわやかあいさつ運動
耳鼻科検診（１・２年・４－３・４－４）

14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

18 火 職員研修のため　１３：３０下校 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30

19 水 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50

20 木 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

21 金
運動会前日準備のため全校児童１４：５０下校
ALT

14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50

22 土 運動会 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:45

23 日

24 月 振替休業日（5/22）

25 火 運動会予備日 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40

26 水 眼科検診（３・４年） 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50

27 木 全国学力・学習状況調査（６年） 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

28 金 眼科検診（２・６年）　ALT　クラブ活動 14:50 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40

29 土

30 日

31 月 歯科検診（１年） 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

※５月１８日の下校時刻を通常の時刻から１３：３０に変更しています。

・下校時刻は,学校出発時刻です。行事等で多少，下校時刻が異なることもあります。
・ 下校時刻が大幅に変更になった場合は,緊急メールやあらかじめ通信等でお知らせいたします。

令和3年5月5日
保護者・地域の皆様

【改定】５月の行事予定・下校時刻予定表
府 中 小 学 校
校 長 竹 下 比 登 美


