
 

 

 

 

 
 
 

３学期始業式～国語力を身に付け，いいところを発揮して～ 
学校長が，３学期始業式に，「国際化の時代に必要な国語力」について話をしました。 
 
府小っ子の皆さん，おはようございます。気持ちも新たに３学期の始まりです。 
３学期の始まりは「国際化の時代に真に必要なのは英語力より国語力」というお話です。

これは私が冬休み中に読んだ雑誌に掲載されていた話です。 
私は，英語がスラスラ話せたらいいなと思います。外国の方と，

どんどん話ができたら楽しいですよね。皆さんが生きていく時代
は外国の方と一緒に協力して仕事をしたり生活したりという時
代になるでしょう。外国の方とスムーズに会話できるようなスキ
ルを身に付けることは必須のことになります。さっきの児童代表
の平川さんは，自分の考えや思いをしっかり伝えていましたね。 
しかし，スムーズな会話よりも，自分の考えや思いを伝える「中身」が重要です。 
どんなに英語が拙くても，内容がしっかりしていれば，少々通じない部分があったとし

ても必死になって聞いてくださいます。私たちは，伝えたい「中身」を日本語で考えますよ
ね。グローバルな時代だからこそ，日本語でしっかり考え，理解し，相手に伝えることが重
要です。アジアにおけるノーベル賞の自然科学受賞者は日本が一番多いと言われているの
も，日本語でしっかりと思考し，判断し，表現する力を持っていたからです。そして，これ
ら全ての基礎は国語です。 
では，どうすれば国語力が身に付くかですが，確実に言えることは「読書」をすることで

す。それも幼い時から，さまざまな分野の本を読むことです。物語・小説に偏ることなく，
歴史・伝記，自然科学や化学などの読書の蓄積が，あなた自身の考え方や表現力をつくりま
す。皆さんは，読書を楽しみながら，読解力を育み，論理的思考を発展させているのです。
言葉でしっかりと考えること，簡略化した言葉やなんとなく感覚的に理解した言葉を使う
のではなく，辞書で意味や使い方を理解した上で言葉を使うこと，あなたの知的好奇心を
楽しむこと，そんな３学期にしましょう。 
そして，もう一つお話ししたいことがあります。12月に府中小
の先生たちのお勉強の会をしました。その時に来られた大学の先
生から府中小の先生たちを大変ほめていただきました。私たち教
師は，基本的には黒子です。府小っ子の皆さんの成長を支えるの
が仕事ですから，先生たちがほめられることはめったにありませ
んし，どの先生も自分がほめられたいと思って仕事をする人はい
ません。それがプロです。だからこそ，府中小の先生たちをほめ
ていただいたのがとても嬉しかったのです。どんな姿をほめてい
ただいたかというと，「いい学校にするためにはどうするか」とい
う話し合いの様子を見て，ほめていただきました。ほめ言葉は「ク
リエイティブで主体的に考える先生集団は日本全国を回っても
そんなにない」という言葉でした。私にとっては，先生たちの話
し合いの姿は，普通のことだったので，ビデオを見てみると，講
師の方や私の話を聞く時に，背筋を伸ばして話す人の方を向いて
聞いていました。そして，自分の考えをパソコンに打ち込む時に
は，資料を検討しながら自分の考えを打ち込み，話し合いの時に
は全員が意見をたたかわせ，発表の時にも，進んで手を挙げる府
中小の先生たちの姿がビデオに映っていました。「なるほど，クリ
エイティブで全国トップレベルとほめてくださるはずだ」と私も
感心しました。 
さて，こんな府中小の先生たちは，いつも皆さんのことを考えています。冬休みに，もし，

困ったことや心配事があったり，３学期のことで気になることがあれば，午後から担任の
先生と話してみてください。そのために，今日は放課後の時間をとっています。不安なこと
や心配なことは少しでも解消して，一歩でも先に進みましょう。 
では，３学期も府小っ子のいいところを発揮して，一緒に頑張っていきましょう。 
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児童代表の言葉～目標に向かって～ 
 

『３学期の目標』                       ４年 平川 詩織 
新年明けましておめでとうございます。 
さて，府中小学校の２学期の生活目標は「着ベル」と「無言そうじ」でした。私は，「着

ベル」はできたけれども「無言そうじ」はあと少しでした。皆さんはどうでしたか？私は２
学期の反省と，４年生の学年目標をもとに，３学期の目標を考えました。 
私ががんばりたい３学期の目標は，「無言そうじ」と「そうじのとりかかり」です。「無言

そうじ」は２学期できなかったので，３学期は一言もしゃべらずそうじができるようにな
りたいです。「そうじのとりかかり」は，昼休けいが終わって，さっと速くそうじにとりか
かりたいです。そうじをすると，学校がきれいになり，気持ちが良くなります。 
それから，４年生の目標は，「にこにこ はきはき きびきび」です。私はこの３つを意

識しながら，あいさつや発表をがんばります。４年生の皆さんもがんばりましょう。 
さて，今年はトラ年ですね。トラは強くてかっこいい動物です。トラのようにあいさつで

大きな声を出して，元気にすごしていきたいと思います。 
皆さん，自分の目標は決まりましたか？その目標に向かって，達成できるように３学期

もがんばりましょう。 
   

根っこを育てるために頑張る２つのこと 
生徒指導主事から，３学期に学校生活で頑張ってほしいことについて話がありました。 

 
府小っ子の皆さん，元気に冬休みを過ごすことが

できましたか。今日から３学期のスタートです。３学
期は今の学年のまとめの年です。２学期までにでき
るようになったこと，身に付けたことはさらに伸ば
し，反対にできなかったこと，まだまだ頑張りたいこ
とは，少しでも成長できるよう頑張っていきましょ
う。先生からは３学期に府小っ子全員で頑張ること
について２つお話します。 
がんばることの１つ目は「あいさつ」です。あいさつはあいさつでも明るいがついていま

す。あいさつについては，今まで何度かお話をしていますが，皆さんの意識がだんだん低く
なっているのを感じています。それに寒くなったうえにマスクをつけての生活なので，み
なさんの表情も見えにくくなっています。３学期は，マスクをつけていても，目の表情は見
えているので，やわらかい表情を意識してみましょう。今マスクをつけていますが，ニコッ
と笑ってみてください。それだけでも表情がやわらかくなります。３学期は自分からあい
さつするとき，このやわらかい表情も意識してみましょう。 
がんばることの２つ目は，「廊下・階段は落ち着いて右側を歩く」です。大休憩・昼休憩

の始まりと終わりに廊下や階段を走って移動したり，外遊びではない時，校内でおにごっ
こをしたりしている人もいるようです。その結果けがをしたり，ものを壊したりというこ
ともありました。また階段の手すりをスルスルスルーと気持ちよさそうに滑っている人も
いますが，もしその先に誰かいたらどうなるか考えてみましょう。スピードもついている
のでぶつかったら大けがにつながるかもしれません。みんなが安全に過ごすためにはどう
したらよいか，一人一人がよく考えて行動しましょう。 

 
 
３学期はこの２つを意識して生活をしていきましょう。 
さあ，いよいよスタートです。令

和４年が皆さんにとって，希望の光
が見える一年になるよう笑顔と元
気と思いやりを忘れずに生活をし
ていきましょう。そして春にはみん
な一つでも成長して進級，卒業でき
るよう府小っ子で力を合わせてが
んばりましょう。 

柔らかい表情であいさつ 廊下・階段は落ち着いて右側を歩く 

     

     



家庭でも根っこ育て～新しい気持ちで新年スタート～ 
３学期が始まりました。新年に新しい気持ちで，目標を立

てられた家庭も多かったのではないでしょうか。やはり，新
年に良い方向へ向かって「自分で自分の目標を決める」と心
が引き締まります。保護者の皆様には，新年に立てた目標を
粘り強く頑張っていく後押しをお願いします。 
そして，新年も早寝・早起き・朝ごはん！少し早めに起き

て登校してみましょう。生活リズムが整っておりバランスの
とれている子は心が安定しています。  
ＰＴＡより修繕していただきました 
今年度に入ってこれまでの間，コロナウ

イルス感染症対策のため，ＰＴＡ行事を十
分行うことができませんでしたが，その費
用を学校のため，子供たちのため，臨時奨
励費として使用することに賛同していた
だきました。その臨時奨励費で，この度，
古く破れていた体育館スクリーンを補修
し，枠組みを強化する修繕をしていただき
ました。子供たちのために，大切に使わせ
ていただきます。ありがとうございました。  
ありがとうございます！府小っ子のために 

毎週，定期的に学校を綺麗にしてくださっている地域の方がおられるのをご存知ですか？高田さ
ん，福永さん，磯部さんは，グランドから上がってくる砂埃で汚れる廊下，階段を丁寧に掃いたり
拭いたりしてくださっています。毎週きれいにしていただくおかげで，いのちの本棚や廊下・階段
を気持ちよく使うことができています。本当にありがとうございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また，保護者の方から，

「プレゼントしていただい
た本が家に同じものがあり，
それならば学校のみんなに
読んでもらえたら」という
ことで，新しい本をいただ
きました。この本は，子供た
ちも大好きな本です。大切
に読ませていただきます。
ありがとうございました。 

 
 
 
 
保護者・地域の方に，いつも府小っ子の学びを支えていただいています。 

「子供たちが少しでも本に親しんでくれたら幸
いです。」とのメッセージもいただきました！ 

 

早起き生活へ！再び 
・まずは早起き，後１０分早く行
動しましょう。 

・８時１０分までに学習の準備や
荷物の整理を行うために，余裕
をもって教室に入るようにし
ましょう。 

明治安田生命からサッカーボール２
個の寄贈がありました。体育科で大切に
使わせていただきます。 



 

日 曜 行事予定 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 土 元日

2 日

3 月

4 火

5 水

6 木 冬季休業終

7 金 始業式　給食開始　全校14:50下校　ALT 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50

8 土

9 日 消防出初式

10 月 成人の日 とんど祭り（11時30分～神事，12時～点火）

11 火
委員会活動　身体測定1年　ALT　諸費振替日
町SC（AM） ベルマーク・インクカートリッジ回収（14日ま
で）

14:10 14:10 15:00 15:00 15:40 15:40

12 水 身体測定２年 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50

13 木 身体測定３年  空気検査（14:00～) 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

14 金
身体測定４年　読み聞かせ１・２年　ALT  13:10下校(５
－３は14:30下校） 13:10 13:10 13:10 13:10

１３：１０

5-3は14 : 30 13:10

15 土

16 日 とんど祭り予備日

17 月
さわやかあいさつ運動　よみきかセンセイ　身体測定５
年　ALT 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

18 火 身体測定6年　諸費再振替日　SSW 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40

19 水 入学説明会(14:00～15:00）　身体測定特支 13:15 13:15 13:15 14:50 14:50 14:50

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

21 金 お掃除班活動・授業参観（本町１・５丁目　大須）　ALT 14:50 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40

22 土

23 日

24 月 ALT 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

25 火 ブックトークタイム　SSW 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40

26 水 特支アドバイザー来校 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50

27 木 SC（9:15～15:00） 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

28 金 クラブ活動　ALT 14:40 14:40 14:40 15:40 15:40 15:40

29 土

30 日

31 月 ALT 14:50 14:50 15:40 15:40 15:40 15:40

※　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。
※　行事の関係でこれより遅くなることがあります。

保護者・地域の皆様

１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


