
 

 
 

       
ふるさと八重東の「宝」「自慢」《「人」「もの」「こと」》コンクール 応募作品出そろう 

～ ふるさと学習でのふるさとの“よさ”再発見，児童の学び・思いをまとめました～                             
さて，今年度も残すところ，後二ケ月となりました。各学級では，今年度中につけておきたい学力，

学習・生活態度等が定着するように日々取組を行っています。２月中には，来年度の児童会役員も決ま
ることになっています。一人一人が自信を持って卒業・進級してくれることを願っています。 
学校・ＰＴＡ行事については，今後も，新型コロナウイルス感染禍の中，感染に留意しながら実施す

ることになります。日常的な対応を含めて，保護者の皆様には引き続いてご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。 

 
 
今年も，冬休みの課題に，今年度のふるさと学習を振り返って，ふるさと八重東の「宝」や「自慢」と思う

「人・もの・こと」を一つ選び，所定の用紙に，その思いや考えをまとめるという取組を行いました。  
ふるさと学習をほぼ終え，八重東の「宝」「自慢」について振り返り，自分の考えや思いをまとめることを

通して，地域への愛着心を育てるとともに，感謝の心・地域に貢献したいという心情や態度を育てることを
ねらっています。児童が思ったり考えたりした八重東の「宝」「自慢」の結果は，次の通りです。（人数） 

児童は，地域の皆様の温かい通学の見守りや声掛け，ふるさと学習への協力について，感謝の気持ちを持っ
ています。そして，多様な交流や活動を通して，ふるさと“八重東”の「宝」「自慢」を児童は実感しており
ます。今年度も新型コロナウイルス感染禍の１年間ではありましたが，地域・保護者の皆様が，いろいろな形
で児童の安全確保や多様な教育活動に関わってくださっていることに，重ねて感謝するとともに，関わってく
ださる皆様の姿が，子どもたちの心に深く誇れる「ふるさと」として刻み込まれていると思っております。 
 八重東地区振興会のご厚意により，この取組に予算付けができており，最優秀賞（１名），優秀賞（３名）
を設け表彰することになっています。最終的な審査は，学校運営協議会の皆様にしていただくことになってい
ます。その結果は別途に紹介させていただきます。今後とも，児童の見守り・ふるさと学習へのご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。 

 

 
1月 24日～30日は全国学校給食週間でした。1月24日（火）は，明治22年

に日本で初めて出された給食（おにぎり・塩鮭・漬物）を再現しました。児童は，学校
給食の歴史についての給食放送をしっかり聞きながら，みそ汁・牛乳が加わった給食を
おいしくいただきました。 
学校給食を含む教育活動全体で進める「食育」で身に付けることは，「正しい食習慣と    

心身の健康」「食べ物を大切にする感謝の心」「栄養バランスよく食べること」「食事
のマナーをはじめとした社会性」「安全性や品質など食品を選択する能力」「食文化
の理解」です。学校では，発達段階を考慮して日常的に，そして６年間を通して計
画的に指導をしています。 
学校給食では，県内の郷土料理「煮ごめ」「肉じゃが」等を献立にして紹介した

り，地元・県内特産の食材（たこ・ちりめんじゃこ・小いわし・レモン等）を使っ
た献立にしたりしています。ご家庭でも，給食等のことを話題にしていただき，食
育へのご協力をよろしくお願いします。 

 

1 八重東小の「挨拶」「優しさ」「先生」「友だち」「ふるさと学習」等(17) 9 迫力満点「運動会の応援合戦」(2) 

2 みんなが集う「まちづくりセンター〈図書・イベント〉・芝生広場」(15) にぎわう道の駅・交通拠点「マイロード」(2) 

3 地域の見守り隊・地域の方の優しさ(声掛け・除雪等)(12) 米作り名人「高杉しげる」さん(2) 

4 地域の伝統芸能 神楽・神楽団〈有田・東山〉(11) 世界遺産「壬生の花田植え」(2) 

5 八重東小の校舎〈レンガ・時計台・遊具・青い瓦屋根等〉(7) 10 「４年がつくる健康によい“竹炭”」(1) 「いろ

んなものがいっぱいサンクス」 (1)「楽しく

遊べる薬師公園」(1) 「初詣でに行った有田

神社」(1) 「指定重要文化財がある古保利

薬師」(1) 「生き物がいっぱい冠川」(1) 「お

いしい学校の給食・調理員さん」(1) 「町内

で練習 アンプティ・サッカーチーム」(1) 

「体操教室の梅尾先生」(1) 

6 地域にたくさんあるおいしい飲食店〈のどか・みちづれ等〉(6) 

7 歴史ある「有田城跡」とその自然〈植物・眺め等〉(5) 

北広島町・地域の豊かな自然〈四季の変化・多様な植物等〉(5) 

8 おいしい米作り，工夫や努力をされている農家の人(3) 

元気いっぱいオリジナル八重東体操(3) 

大切に伝承されている八重の管絃祭(3) 

三島食品のきれいな紫蘇畑・ゆかり(3) 

令和５年 
２月１日 
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＜献立-「肉じゃが」「たコーンサラダ」 
「ちりめんじゃこのふりかけ」＞ 

【１月 26日の給食】 
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12月末に実施した「学校教育充実に向けた保護者アンケート」の実施については，集計上の問題に

より重ねてアンケートをお願いすることになりましたが，ご協力いただき誠にありがとうございまし
た。回答率は全体で，75％でした。１学期末に実施した結果と比較して，25項目中24項目で肯定的
な評価の割合がよくなっています。一定の目安としている75％以上の項目は，４項目から17項目へと
増加しました。保護者の皆様に，元気が出る評価をしていただいたことに感謝しております。 
学校では，１学期の反省を踏まえ，諸教育活動の見直し・充実させることと，HP・学校便り等によ

る情報発信を積極的に行うことに留意して取組を進めました。結果をもとに今年度の教育活動の成果と
課題を分析して，今後の取組に生かしていきます。保護者の皆様の願いや思いに，より応えられる取組
になるようにしていきます。今後も，学校教育へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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学校は，学校の取組等について，積極的に情報公開している。

学校は，特色ある教育活動を行っている。

学校は，ふるさと学習（「ふるさと夢プロ」）を積極的に行っている。

学校は，保護者・地域と連携・協力した教育活動を行っている。

学校は，児童生徒の安全にしっかり取り組んでいる。

学校は，体力向上について熱心に取り組んでいる。

学校は，基礎学力の定着について熱心に取り組んでいる。

先生は，まちがった行動に対して，厳しく指導をしている。

学校は，トラブル対応等，よりよい人間関係づくりに取り組んでいる。

学校は，基本的生活習慣が身につく取組を，継続的に行っている。

学校は，生き方を考え，豊かな心をもった子どもを育てようとしている。

学校は，働く意味・職業等について学ぶ教育に意欲的に取り組んでいる。

先生のあいさつ・言葉づかい・服装は，社会人として適切である。

先生の保護者に対する対応は，親しみが持て気軽に相談に応じてくれる。

先生は，子どもの気持ちや実態をよく理解している。

子どもに，基礎学力が定着してきている。

子どもは，家庭学習にしっかり取り組んでいる。（時間・取組方 等）

子どもは，授業中まじめに意欲的に学習している。

子どもは，家庭で読書をしている。

子どもに，基本的な生活習慣が定着してきている。

子どもは，家庭・地域でよく挨拶をしている。

子どもに，優しい心など，道徳的な心情や態度が育ってきている。

子どもに，夢をもち，こつこつ努力しようとする態度が育ってきている。

子どもは，楽しく学校へ通っている。

子どもは，将来北広島町に住みたいと思っている。

よくあてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない まったくあてはまらない

R4学校教育充実に向けた保護者アンケートの結果（２学期末） 

特色のある学校の取組・教育活動等の紹介 

薬物乱用防止教室（6年）（1/11） 
 
６年生が，芸北薬局薬剤師の伊藤浩一様を講

師に迎えて，薬物乱用防止教室を行いました。  
危険な薬物使用の犯罪・被害が低年齢化して

いることを受けて，本校では６年生が毎年この
時期に実施しています。 
授業では，薬物の種類と依存症の実態，体へ

の害について，分かりやすく指導をしていただ
きました。動画等を見て，常習者の初めての使
用のきっかけ・長く続く心身への悪影響につい
ても学びました。 
「興味本位に 

薬物を使用しな 
いこと」「誘い 
はきっぱりと断 
ること」等につ 
いて決意を新た 
にした６年生で 
した。 

総合・元気な街にするために（6年） （1/23） 
 
６年生は，総合的な学習の時間に，少子高齢

化・人口減少が進む北広島町の課題と取組，自
分たちが「地域の元気」に貢献できることにつ
いて学習しています。この日は，北広島町役場
まちづくり推進課スポーツ推進係の石川様・日
高様をゲストティーチャーに招いて，スポーツ
を通して町を元気にしている取組について学習
しました。その後，地域貢献として自分たちが
考えた「高齢者の方への手紙」「花の贈呈」等に
ついて発表し，アドバイスをもらいました。 
お世話になっている地域の方等への贈呈を考

えて育てているパ 
ンジーなどの花は 
順調に育っていま 
す。卒業までに， 
手紙を添えて地域 
の皆様へ届けるこ 
とにしています。 



         本日，児童が広島県からの「自転車保険」についての“お知らせ”を持ち帰ってい
ます。令和 5 年 4 月 1 日より広島県の条例により義務化されるとのことです。内容
をご確認の上，自転車保険加入についてご検討ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

推奨図書「読書百選」を「読書百五十選」に！ 
 
本校では，読書活動の充実に重点を置いて研究実践を行っています。朝読書，読書貯金，推奨図書

「読書百選」読破の取組，読書感想文コンクール，本の紹介カード作り，図書委員会・読書ボランティ
アの読み聞かせ（毎月）など，年間を通して様々な取組をしています。PTA教養部でも「親子読書」
の取組がされています。この度，推奨図書「読書百選」をさらにバージョンアップさせて，「読書百五
十選」とし，より高い目標を持って読書に取り組むようにしました。 
校区内にある“まちづくりセンター「図書館」”の本なども積極的に利用して，読書の幅を広めてい

ってほしいと思っています。本を初めて借りる時には，身分証明書（保険証など）が必要ですが，図書
館利用カードを作成して，たくさん本を借りて読ませるように利用させてください。 

 

うみともりのかくれんぼ 今泉 忠明 風が吹くとき レイモンド・ブリックス 
せかい いち おおきな うち レオ=レオニ みんなのためいき図鑑 村上しいこ 
みずをくむプリンセス スーザン・ヴァ―デ ぼくの弱虫をなおすには K・L・ゴーイング 
どろんこ こぶた アーノルド=ローベル りんごの木を植えて 大谷美和子 
りんごかもしれない ヨシタケシンスケ 平和のバトン 弓狩匡純 

 
  

 
 

地域の宝「八重管絃祭」についての学習 
      （3年・のびのび 3年）（1/25） 

 
３年生は，総合的な学習の時間に，ふるさとの

すばらしさや宝・自慢を見つける学習を，行って
います。この日は，100年以上も前から行われ地
域で大切に引き継がれている八重管絃祭について
学習しました。講師は，管絃祭の実施に長年携わ
れている十日市町内会会長の迫一郎様で，管絃祭
の準備・祭りの様子やその歴史，地域の人の思い
について分かりやすく説明していただきました。 
３年生は，祭りに参加した児童もたくさんい

て，興味を持って話を 
聞いたり祭りの映像を 
熱心に見入ったりして 
いました。地域の行事 
等に積極的に参加した 
り貢献できたりする３ 
年生になってほしいと 
願っています。 

租税教室・PTC活動（6年）（1/27） 
 
６年生は，社会科で学習する「税金」のことに

ついて学ぶために，広島北法人会の堀田眞司様を
外部講師に招いて租税教室を行いました。税金の
仕組み，税金で賄われているもの等について学習
するとともに，税金がなくなった社会（社会保
障・公的負担がなくなった社会）を想定したアニ
メを視聴して税金の大切さについて学びました。 
午後は，卒業記念のタイムカプセルに入れる

「二十歳の自分への手紙」を書き，手形もとりま
した。保護者の方は，「二十歳の子供への手紙」を
書かれました。 
二十歳になったら，タ 

イムカプセルを開けてみ 
るとのことです。みんな 
が楽しく懐かしく小学校 
生活を思いだせるような 
今後の生き方をしていく 
ことを願っています。 

郵便局見学（２年・すくすく 2年）（1/30） 
 
2年生が生活科の学習「もっとなかよし まちた

んけん」で，千代田郵便局へ行って学習しまし
た。郵便局では，ご多用の中，能海局長様をはじ
め局員の皆様が，郵便局の役割や仕事の内容など
について，分かりやすく教えてくださいました。 
ポストの中の仕組みを見せてもらったり，切手

に消印のスタンプを押す作業の疑似体験もさせて
もらったりしました。 
児童は興味津々で 

話に聞き入ったりメ 
モをしたりしていま 
した。お金や大切な 
郵便を扱うための苦 
労や工夫等について 
も学ぶことができま 
した。 
  

≪読書百五十選の本の題名と作者（一部を抜粋）≫ 

お知らせ 

赤い羽根共同募金 寄付 （全校） （1/30）  
１月に児童会役員が中心となって取り組んだ

赤い羽根共同募金は，全校児童の協力と保護者
の皆様のご理解により，総額「13,610円」の
金額となりました。ご協力をありがとうござい
ました。昼休憩に，社会福祉協議会の方に学校
へおいでいただき，校長室で児童会役員が手渡
しました。社会福祉協議会の方からは，感謝の
言葉と，助け合う社会の大切さについて話があ
りました。児童全員分の赤い羽根・教室で使う
特性マグネットもいた 
だきました。これから 
も，社会の一員として 
できることで社会に貢 
献しようとする心情と 
態度を大切にしてほし 
いと思っています。 

 

 


