
9/28 海の子で授業研究会 

 昨日は、「ブログのデータ量を減らす作戦（？）」が功を奏したのか、無事アップロードができたようで、一安心というところです。今後も、前

月の分は PDFにして公開する予定です。だいたい、翌月の半ば前後にデータを変えるように作業を進めていきますので、ご理解をお願いいたしま

す。 

 今日は、海の子学級で、算数の授業研を行いました。自信をもって学習する姿は、本当に微笑ましいものです。先生方からも、何度も称賛の拍手

が起こっていました。ｆf 

 

 心配なのは、台風２４号による被害です。１日（月）の登校時のことなので、現時点（２８日お昼過ぎ）にはまだ何も決められないところです

が、今後末崎中学校の校長先生とも連絡を取り合いながら、対応は考えていきたいと思っています。何らかの特別な対応（休校とか始業時刻を遅く

するとか）をとらなければならない場合に限らず、「注意喚起のみ」（海や川、土地の崩れやすそうなところに近寄らないで登校すること）の場合

でも、きずなメールでは連絡していく予定です。 

 子どもたちの安心・安全第一です。よろしくお願いします。 

◆１年 算数「先生にノート見てもらいたくて長蛇の列ができていました。早く終わった子は嬉しそうにそのことを報告してくれました。」 

◆２年 算数「教室に入っていったときは、プリントを返して間違い直しが終わったところでした。いつも元気いっぱいの２年生です。」 

◆３年 算数「結合法則を使って、計算を暗算でする内容の学習でした。２５×４＝１００は覚えた方がよいですね。」 

◆４年 国語「新しくなる学習指導要領では、都道府県に使われている漢字もたくさん習うことになります。リズムに乗って何度も読みの練習をし

ていました。」 

◆５年 算数「県学調の過去問の答え合わせをしていました。何度も丁寧に指導しているの、だいぶ覚えてきたのか、子どもたちから余裕も感じら

れます。」 

◆６年 理科「地層の学習で、実際に校地内の崖の様子を観察し、まとめました。自信をもってどんどん話してほしいなぁと感じました。」 

  

  

9/27 6年生では授業交流…！ 
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 今日は雨が降って、今一つテンションが上がりきらないような一日です。今一番心配なのは、台風２４号の動きです。予報によると、１日（月）の登校時の

接近が心配されます。学校としての特別な対応をしなければならないようなときには「きずなメール」でお知らせするのでよろしくお願いいたします。 

 ６年生では、道徳の授業交流…ということで、５年生担任も参観する形で授業公開をしましたしました。とにかく、私たち教員は「授業が命」といってもよ

いくらい大切なので…、先生方も前向きにがんばってくれています。 

※先週の金曜日からアップできないでいる本ブログ。現在業者の方がメーカーに問い合わせてくれているのですが、なかなか回答が得られていない状況です。

試しに、ブログのサイズを小さくしたもので、本日はアップをしてみようかと思っています。このことに伴って、前月までの過去ログが PDF 形式になります。

ご理解いただけるようお願いします。（校長） 

◆１年 算数「自分たちで問題を作る場面なので、みんな張り切って臨んでいました。」 

◆２年 国語「授業の最初にテストを返しているところでした。みんな嬉しそうでした…。」 

◆３年 社会「見学新聞の仕上げをしていました。早く終わった子たちは、お楽しみの DVD 鑑賞。」 

◆４年 算数「わり算の筆算を工夫して行う練習問題です。自信満々に問題に臨んでいました。」 

◆５年 理科「今日も復習をしていました。かなり思い出してきたかな。何度繰り返してもよいので、しっかりと覚えてほしいです。」 

◆６年 道徳「授業交流をしました。『手品師』という教材をもとに、大舞台に立てるチャンスを失っても少年との約束を守った手品師について、意見をたた

かわせていました。」 

 

  

9/26 マラソンコース練習開始 

昨日の雨が嘘のような爽やかな一日…、10 月 4 日のマラソン大会に向けて、子どもたちのコースでの練習を開始しました。校庭脇の市道の一部も使用しますの

で、来校される方は最徐行＆練習へのご協力をお願いいたします。 

 さて、昨日も本ブログ更新はエラーのためできませんでした。原因不明の状態は改善されていず、「サイトの公開」のボタンをクリックしてみないと更新の

可否は判断できない状態です。早く子どもたちの様子をお届けしたいのですが・・・・・。（校長） 

◆1，2，5，6 年 体育「マラソン練習です。昨年度までとコースを若干変えています。校庭脇から下の方の道路は使用しないので、間違わないように…。」 

◆3 年 図工「好きな物語の絵を描こう。思い思いに取り組んでいて楽しそうです。」 

◆4 年 学級活動「自分たちで立派に話し合いを進めていました。内容は、代表委員会での報告議案（10 月の目標の取組み）です。」 

◆5 年・海の子 国語「説明文を読んで内容をまとめる学習と読み聞かせです。」 

◆6 年 国語「意見文を書く活動で、構成をさらに練っていました。」 
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9/25 9月も最終週 

 ２週続いた三連休も明け、９月も最終週に入りました。今日は一日天気がぐずつくようなので校舎内での生活です。それでも、ほんの少しでも雨が上がると

外に飛び出していく子どもたち…、元気いっぱいです。 

 金曜日には、更新されなかった本ブログ。今日はどうでしょうか・・・。 

 来週木曜日（4 日）のマラソン大会に向けて、担任外男性職員で、マラソンコースの穴ぼこ（凹み）に砂利や砂を入れました。どの程度、効果があるか（効

果が続くか）不明ですが、とりあえず自己満足（？）しているところです。子どもたちの安全確保の面からも、校地内では最徐行していただけると大変ありが

たいです。（校長） 

◆１年 国際理解教室「クルーズ先生と一緒にフルーツバスケットをしました。apple の発音、上手でしたよ。」 

◆２年 算数「図形の学習に取り組んでいます。末崎小の子は、図形の問題が苦手な傾向があるようです。どの学級でも、担任がねばり強く教えているところ

です。」 

◆３年 社会「マイヤ見学後のまとめとして、一人ひとり新聞製作をしていました。発見してきた工夫や苦労をしっかりとまとめましょう。」 

◆４年 音楽「先週金曜日の芸術鑑賞（クラシック鑑賞）の感想を書きました。オーケストラの方々への感謝の気持ちも込めて…。」 

◆５年 理科「これまでに習った内容（前学年）の分も含めて復習です。しっかりと覚えなおすとよいですね。」 

◆６年 道徳「机をコの字に並び替えて、話し合いです。恥ずかしがらずに、どんどん自分の考えを伝えられるようだとよいですね。」 
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9/21 今日はお出かけ 

今朝は秋の全国交通安全運動の一環として、校門前で黄色い羽根の街頭配布が行われました。関係機関、地域の皆様に配っていただきましたが、受け取るとき

の子どもたちの元気の無さが少し気にかかりました。はっきりと、しっかりと「ありがとうございます」と返すことのできる子に育てたいです。ご家庭でも、

一声、かけていただけると助かります。 

 いずれ、末崎は本当に交通安全に熱心な地域だといつも頭が下がります。子どもたちの安全・安心のために、これからもどうぞよろしくお願いします。 

 今日は、リアスホールにお出かけして、全校で音楽鑑賞をして来ます。震災以来、様々な支援をしていただいていること、すごくありがたいです。（校長） 

◆１年 算数「かさの測り方のプリントで答え合わせ。話の聞き方がもうひとがんばりかな？ 明日からの三連休でエネルギー再充填して、また来週からがん

ばりましょう。」 

◆2 年 算数「図形を組み合わせて、別な図形にする学習です。パズルみたいな内容ですが、例年末崎小の子は、苦手な内容だと聞きます。遊びの中から学ぶ

部分も大きいところなので、個人差も出てくるところですが、がんばってほしいです。」 

◆3 年 算数「黒板に出て説明するというのは、どの子もすらすらとできていて、頼もしいです。安心して間違うことができる雰囲気が素晴らしいです。」 

◆4 年 国語「新見南吉の名作『ごんぎつね』の学習です。じっくり味わって読んでほしいところですね。」 

◆5 年 算数「関数の学習の一環で、変化の決まりについて考える学習です。小学校段階で関数の見方の基礎を固めないと大変です。みんながんばっていま

す。」 

◆6 年 学級活動「昨日も振り返りをしていましたが、今度は一人ひとり『陸上でがんばっていた友だち』について作文で表現していました。認め合うことの

できる仲間づくりのため、担任も工夫してがんばっています。」 
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9/20 疲れは感じられますが… 

 昨日は陸上記録会で子どもたちは本当によくがんばりました。（たくさんの応援、ご協力誠にありがとうございました。）その分、今日は、大人たちも子ど

もたちも、少し疲れはたまっている様子が見受けられます。 

 でも、やらなければならないこと、やるべきことは、しっかりとがんばる末崎の子どもたちです。マラソン大会に向けて始まった「業間運動」、各学年の学

習、どれも一つ一つは小さな積み重ねですが、必ず後々生きてくるものですから…、今一つ気合を入れ直して取り組んでいきます。 

 一番今日張り切っていたのは、3 年生の子どもたちかな・・・？ 楽しみにしていた校外学習（大船渡市内のスーパー見学）、午前中行って来ました。ほと

んどの子が行ったことのある身近な施設でも、勉強で、みんなで行くと、やはり「わくわく＆ドキドキ感」は格別なようです。 

◆１年 算数「かさの学習です。直接比較することから、だんだん普遍単位を用いた比べ方に発展していきます。 

◆２年 国語「『ある日、一日の様子を教える』というテーマで作文ですしっかりと覚えていて、順序良く書けるかな？」 

◆３年 社会「スーパーマーケット見学。大変楽しんで学んで来ました。店の方々の工夫や苦労を理解する一助になりましたね。」 

◆４年 算数「わり算の筆算の学習も３けた÷２けたの問題に進みました。いくらけた数が増えても考え方は同じです。がんばりましょう。」 

◆５年 算数「仕上げの問題が終わって、次は県学調に向けて練習問題を…。子どもたちも先生もよくがんばっています。」 

◆６年 学級活動「昨日の陸上記録会の振り返りを行いました。このように、良かったところ、課題等を振り返ることの積み重ねが、自己成長力を育てていく

ことに繋がります。とても大切な内容の学習でした。」 
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9/19 市内陸上記録会 大活躍！ 

 晴天の下、はまなす運動公園で市内陸上記録会が行われ、参加してきました。１１校の子どもたちが一堂に会し、練習の成果を十分に発揮しました。もちろ

ん、本校の子どもたちも自己ベストを目指し、真剣に競技し、素晴らしい成績を収めることができました。特に、優勝という輝かしい成績を収めた、５年女子

４×１００ｍリレー、６年男子ボール投げなど、多数の入賞者の子どもたち、おめでとうございました。また、入賞しなくても、代表選手として堂々と戦い抜い

た子どもたち、応援団として精いっぱいの声を送り続けてくれた子どもたち、みんなみんなとても立派でした。今日はゆっくり休んで…、また明日からがんば

りましょう。本当にお疲れ様でした。大活躍の子どもたちに、感謝でいっぱいです。（校長） 

※ どうか、無事、アップできますように…。 
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9/18 明日は陸上記録会本番 

 ３連休はお天気にも恵まれ、子どもたちの様子を見ると、エネルギーを充填してきた様子がうかがえました。ありがとうございます。今日も「無事アップで

きることを願って…」 

 明日は陸上記録会本番。朝活動では、全校児童で壮行会を行いました。明日は、相手がどうのこうのというよりも、まず自分の目標をめざして、弱い自分自

身に負けないことをがんばらせたいですね。応援、どうぞよろしくお願いします。 

◆１年、２年 生活科「２年生が作ったおもちゃで１年生を遊ばせるという活動でした。誇らしげに説明したりお世話をしたりする２年生、もう立派なお兄さ

ん、お姉さんですね。１年生もとても楽しそうでした。」 

◆３年 算数「一人一人が自分自身の説明に自信を持っている様子が感じられ、嬉しいです。」 

◆４年 体育「ベースボール型のゲーム（キックベース）の続きです。前回と比べてルールが変わっていたのは、きっと自分たちで話し合ったからなのでしょ

うね。」 

◆５年 算数「どちらのグループも仕上げの問題。がんばってどんどん解いていました。海の子もドリルで復習。順調です。」 

◆６年 国語「未来をよりよくするために、自分で考えていること、調べたことなどを短い意見文にまとめました。明後日は、聞き合い、練り上げていく時間

です。 
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9/14 秋風の爽やかな一日 

 空がきれいに澄んでいて爽やかな秋風が心地よい一日です。昨日は、微熱程度でしたが早退者が続出し心配された学年もちゃんと顔を揃えていて一安心で

す。 

 改めて、「健康って一番大切だ」と感じます。健康じゃないと、やる気も根気も出て来ませんね。明日からは３連休。一人ひとり、過ごし方の計画は様々だ

とは思いますが、ぜひ来週（１８日）からは、さらに元気になって顔を見せてくれるような過ごし方であれば大変嬉しいです。（校長） 

※ 昨日も奇跡的（？）にブログの更新ができました。（その後、何度か試してみたときは全て「不可」でした。不具合の原因特定に時間がかかっているとこ

ろです。今日も更新できるといいなぁ・・・。） 
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9/13 ４年生の授業研究会＆マスターテスト表彰 

 今日もこのブログは届く（更新される）のだろうかと思いながら作業しています。調子が良ければアップロードされるのですが…。 

 ４年生で、算数の研究授業を行いました。毎日参観するたびに飛躍的な成長を遂げている４年生の子どもたち…、この授業でも全員いきいきと学び、大活躍

でした。素直に学ぶ姿、本当に素晴らしいです。マスターテストの表彰も行いました。今回の満点賞（グレートマスター）は、６４名。こちらの方もよくがん

ばっていますね。（校長） 

     

  

9/11 ブログの不具合 

 先週あたりからブログ更新をしようとすると「メモリ不足」の表示が出て、その問題が解決されずにいるところです。原因が特定できず、先週はどういうわ

けか２回ばかり更新に成功したのですが、例えば昨日は十数回チャレンジして全て失敗という状況でした。子どもたちの様子をたくさん知らせたいと考え、か

なりの量の写真を掲載していることが原因かもしれませんが、いずれこのままでは残念なので、例えば「掲載枚数を減らすこと」、もしかするとアプリケーシ

ョンの再インストール、本ホームページの作り直しなども考えなければ…というところです。 

 子どもたちが、良い表情を毎日見せてくれているだけに、できるだけ早く改善したいのですが、業者の方でも解決が難しい状況なので、今しばし時間をいた

だきたいところです。（校長） 

※ 一応、今日の分、写真掲載します…。 

◆１年 算数「計算ドリルで練習です。数人ですが、指を使わないで計算できるようになるとよいですね。」 

◆２年 算数「例えば１０２－６５のような計算の学習です。空位があって繰り下がり２回というのは２年生の学習で一番といってよいくらい難しいところで

す。踏ん張りどころです。がんばれ～！」 

◆３年 算数「２桁（何十何）×１桁の学習に入りました。いよいよかけ算の学習が本格化していきますね。」 
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◆４年 体育「ベースボール型のボール運動の学習でした。とにかく、男女の仲が良い。とても微笑ましく感じられます。」 

◆５年 算数「２つのグループに分かれて学習を進めています。みんないきいきと活動しているのでとてもうれしいです。海の子でも算数で、今日はテストに

取り組んでいました。」 

◆６年 国語「『平和の砦を築く』を読んで、今度は自分の考えを文章にまとめていきます。図書室で仲良く、そのための資料探しをしていました。」 

   

  

9/9 末崎町敬老会でソーラン 

 ５，６年生の有志の子どもたちが、末崎町敬老会でソーランを発表してくれました。元気な踊りに、参加されたおじいさん、おばあさん方も大変喜んで、手

をたたいていました。子どもたちが誇りをもって踊っていることが、すごくすごく嬉しいことです。お休みのところ、ご苦労様でした。ありがとうございまし

た。 

     

  

9/7 もーもースクール 

 全国の酪農家の方々のご支援により、子どもたちが牛とふれ合いバター作りなどを楽しむ「もーもースクール」を開催しました。昨年度も行った学習で、今

年で２年目になります。とても楽しい学習なので、祖父母学級やフリー参観も兼ねることにして、たくさんの方に来ていただきました。 

 朝方は小雨模様でもあったので、体験の順番を変えて、まず全学年「バター作り」から始めました。はりきって瓶を振る子、ここぞとばかりにおじいさんや

おばあさんに甘える子など、様々で、どの子も微笑ましかったです。 

 その後、展示コーナー（パネル見学や説明を聞くことで、酪農について学ぶコーナー）、子牛と散歩をするコーナー、乳しぼり体験コーナーなどを、学年で

行いました。最初はこわごわと牛に近づき手を出すことも躊躇っていたような子でも、時間が経つにつれて、進んで牛を撫でてあげたり「モ～、モ、モォ、モ

ォ～」などと牛語（？）で話しかける子がいたりして、子どもたちの気持ちが開かれていく様子が、大変嬉しく感じられました。 

 たくさんのご参観・ご参加をいただいたことに厚く御礼申し上げます。また、昨年度に引き続き、楽しく貴重な学習の機会を与えてくださった酪農家の皆様

にも感謝申し上げます。本当にありがとうございました。もーもースクール、大成功です!!！ 
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9/6 夏に戻ったかのような一日 

今日は朝から良い天気、かなり暑く、夏に逆戻りしたような一日でした。本ホームページに係る不具合は解消されず、（こうしてブログ作成していても）「届

かないだろうな・・・」などと感じているところです。明日金曜日（７日）午後に、業者の方に見ていただくことになっています。早く子どもたちの様子をお

届けしたいところです。 

 明日は、総父母参観で「もーもースクール」を開催します。祖父母だけじゃなく、お父さん、お母さん方の参観ももちろん OK です。せっかくの機会なの

で、牛や業者の方々とのふれあいを通して、命の大切さや素晴らしさを感じとることができればと願っています。 
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9/5 台風一過 

昨晩は、台風２１号のためすごい風でした。みなさんのご家庭では、被害はなかったでしょうか。幸い、学校には（また子どもたちからも）被害を受けたと

いう報告は受けていません。今日は台風一過。少し夏に逆戻りしたかのような爽やかな青空が広がっています。 

※実は昨日（９月４日）から、パソコンのシステムの関係で、ブログのアップロードができずにいます。念のため、今日の部分も作成しますが、お届けできな

いかも…。（私では手も足も出ないので、業者の方に相談したら、今週金曜日あたりに直るかどうかといった感じです。）（校長） 
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9/4 台風の被害が無いことを願います 

 台風２１号の接近による災害が懸念されています。予報によると本市からは少し離れた進路のようですが、自然の猛威というのは本当に計り知れないもの

…、大船渡はもちろんのこと、他県・他市町村でも被害が無いことを願うばかりです。 

 これも台風の影響なのでしょうが、今日は雨が急に降ったり止んだり…、生暖かい湿った風が吹いたりして不快指数高めの一日でした。そんな中、いきいき

とがんばる末小の子どもたちは、一服の清涼剤のような感じです。 

※ 台風については、明日の朝あたりの登校時の影響が懸念されるところです。現時点においては、登校を遅らせるなど特別な措置は予定していませんが、も

し通常時程と異なる対応をしなければならなくなるようなときには、きずなメールでお知らせします。メール配信がなければ、通常どおりと考えていただきた

いわけですが、いずれ、雨の状態によっては車での送迎など、各ご家庭での安全へのご配慮をお願いいたします。（校長） 

◆１年 国語「カタカナの学習。ソとンの違い…、がんばらせたいです。」 

◆２年 学級活動「きちんと噛むことの大切さを考えました。」 

◆３年 算数「担任お休みでもいつもどおりです。マスターテスト合格を目指して、真剣です。」 

◆４年 音楽「合唱で歌う曲の楽譜を糊などで留めていきます。書き込むことでさらに曲への理解が深まりますね。」 

◆５年 算数・家庭「算数は約数の学習。海の子は針と糸で裁縫の学習です。」 

◆６年 国語「平和の砦を築くという教材に入りました。長い文章でもがんばって音読しました。」 
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9/3 着衣水泳 

 今日は、朝活動の時間にプール納めを行いました。シーズン開始当初から、泳力が大変伸び、伴って心も体も強くなってきたと思います。 

 ２校時以降に行った着水泳は、命を守る学習として大変重要であることから、今年度から全学年で実施することにしました。服を着たまま入水することで、

服が重くなり非常に動きづらくなることは感覚的に理解している子どもたちですが、知識としてだけではなく実際に体験することでより適切な行動をとること

ができるようになってほしいです。 

 原則として、各学級担任が指導しましたが、5，6 年生については毎年消防署に講師依頼を行い、より専門的な見地から指導していただきました。 

※今年度の水泳学習は、本日をもって終了です。たくさんのご協力に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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9/1 ミニバス 3on3県大会 

 奥州市総合体育館で、ミニバスケット３on３の県大会が行われたので行って来ました。試合の展開がすごく速くて、目まぐるしく動く白熱した試合が繰り広

げられました。結果は、1 勝 1 敗で惜しくも予選通過ならず。でも、敗れた試合も最後の最後で同点で競っていって、1 点差、紙一重の勝負でした。 

 通常のミニバス地区予選以来の応援でしたが、ますます上手になっていることに、改めて子どもたちのすごさ、可能性を感じたところでした。がんばりまし

たね。お疲れ様でした。 
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