
3/25 離任式 

 平成３１年度定期人事異動により今年度をもって転・退任される教職員とのお別れの式「離任式」を行いました。 

 在職年数は様々ですが、みんな末崎の子のために尽くしてくれた教職員たちです。とても素晴らしい子どもたちとの別れだったので、涙を流す先生、子ども

たちの姿もありました。 

 また、いつか（というよりいつでもよいので）遊びに来て、たくさん教えていただきたいです。今までありがとうございました。 

 

  

3/19 卒業おめでとうございます！ 
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fa 22 名の子どもたちが学び舎を巣立ちました。練習のときからいつも一生懸命だった子どもたちは、今日もそのよさを十分に見せ、その姿から頼もしさ、大

きな可能性を改めて感じさせてくれました。 

 6 年間という年月は決して短くはありません。一日も欠かすことなく子どもたちを慈しみ育ててこられたご家族の皆様には改めて敬意を表します。また、た

くさん支えていただいたことにも感謝申し上げます。地域の皆様、ご来賓の皆様も、本当にありがとうございました。 

 22 名のみなさん、小学校にも遊びに来てくださいね。「おめでとうございました。」（校長） 

◇ 全体集合写真、はい、ポーズ！ 

 

  

◇ 朝、式の前の様子 

     

◇ 堂々とした卒業式でした 
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3/18 修了式 

 平成 31 年度のまとめの式「修了式」を行いました。金曜日の予行では、嬉しくてじっとしていられなかった子どもたちも少し我慢することを心がけ、立派な

態度で式に臨むことができました。 

 式では、各学年の成長を称えた後、「友だちを大切にする、いじめの無い学校を来年度もみんなで創っていこう。」と呼びかけました。みんなしっかりと聞

いていました。明日から（4 年生以上は明後日から）の春休みで準備を行って、もっともっと大きく成長していくことを期待しています。 

 ご家族の皆様、地域の皆様の１年間のご支援とご協力に深謝いたします。誠にありがとうございました。（校長） 

◇ きちんとした態度で臨むことができた修了式 

    

  

◇ 式の後は、お楽しみ（？）の通知表を受け取ったり、春休みの暮らしについて確認したりしました。 
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◇ 最後の卒業式練習も充実していました 
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◇ 卒業式準備作業で頼もしく働いた４，５年生の子どもたちです 

     

 

3/15 最後の給食、卒業式予行 

 今日は給食最終日、各学級ではいつも以上に笑顔でいただく子どもたちが目につきました。「1 年間で一番何がおいしかった？」と尋ねると、どの学年でも

真っ先に返ってきた答えは「ココア揚げパン」「きなこ揚げパン」でした。昔と違ってカレーライスはそれほどの御馳走ではなくなったということなのでしょ

うか、少し意外な感じもしました。 

 いずれ、300 円もかからない値段で、毎日栄養たっぷり、しかも様々な味を楽しめる「給食」って本当にすごいと思います。特に 6 年生にとっては、小学校

生活最後の給食、楽しんでいただいていたようです。 

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post29.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/CIMG2553.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/CIMG2555.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/CIMG2558.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/CIMG2561.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/CIMG2563.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/CIMG2569.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/CIMG2575.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/CIMG2576.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2801.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2802.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1350.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1351.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2809.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1352.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1353.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1354.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1355.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2816.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1358.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1359.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2820.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2821.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2824.jpg


  

  

 １校時には修了式予行、５校時からは卒業式予行も行いました。それぞれの本番が楽しみになるような素晴らしい態度で臨んだ予行にすることができまし

た。（校長） 
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3/14 1 年間の読み聞かせ、ありがとうございました。 

 今年も、おはなしころりんの皆様に読み聞かせをしていただきました。読み聞かせはいつも職員朝会と並行して行っているのですが、今日は都合をつけて終

わりの部分だけでも拝見（拝聴）させていただきました。熱心に読んでくださる姿に、感謝の気持ちでいっぱいです。改めて、わたしたち、子どもたちはたく

さんの人たちに支えられているのだなと感じました。（校長） 
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3/13 中学 3 年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます！ 

 今日は末崎中学校の卒業式に出席しました。大変感動的な卒業式で、自分の感情に素直になることのできる素晴らしさ、一生懸命向き合ってきた日々から来

る充実感など、「さすが末中生」という内容でした。特に「仰げば尊し」には、胸が熱くなりました。素敵な歌声を奏でることができていたのは、強い団結心

の証なのでしょうね。改めて、「おめでとうございました！」 

 …というわけで、（年度末の慌ただしさも手伝って）遅い時間のアップです。午後しか子どもたちの様子を見られなかったけど、いつもどおりよくがんばっ

ていました。（校長） 

 

3/12 立派な○年生に 

 今日も各教室を回ってみましたが、それぞれよくがんばっていました。楽しそうで、とても嬉しいです。1 年生は 2 年生に、2 年生は 3 年生に…というよう

に、もう「立派な○年生」になる準備が進められているのですね。 

 今日は少し体調を崩す子も見られました。早退する子も熱を上げて欠席した子も少数ですがいて、心配です。特に 6 年生は、卒業を控えているのだから尚更

です。卒業式、修了式まで 1 週間を切りました。（くどいようですが）体調管理の方、よろしくお願いします。（校長） 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 国語「友だちの書いた文章を読み合って…、小さな発見でも嬉しそうに教えてくれました。」 

◆2 年 国語「書き方の学習です。字が丁寧であることはとても大切なことですね。これからもがんばりましょう。」 

◆3 年 国語「作文の学習です。わたしの三大ニュースというテーマでこの 1 年間の出来事を振り返っていました。」 

◆4 年 算数「図形の学習です。見取り図のかき方を習いました。慣れていないとなかなか難しいかも…。がんばりましょうね。」 

◆5 年 国語「全国学力テストの活用問題にあたる（例年苦労しているところです）問題にチャレンジしていました。これも立派な 6 年生になるためのステッ

プですね。」 

◆6 年 外国語「小学校最後の英語の学習でした。中学校に行くと、さらに読み書きの量、スピードなどがアップします。がんばりましょうね。」 
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3/11 朝日子集会 

 今日は 3 月 11 日、あの大震災からちょうど 8 年間が経過したことになります。未曽有の大災害により、わたしたちは大切な命、家や仕事など、実に多くの

ものを失いました。改めて哀悼の意を表するとともに、御見舞い申し上げます。 

 失ったものは決して元通りにはなりませんが、日々一日一日の積み重ねにより、少しずつではありますが、復興に向けての歩みは進められています。今日

は、朝日子集会という全校集会を行い、子どもたちに「8 年前に起きたことと、その後の支援」と「『ありがとう』の言葉がキャッチボールのように行き交う

生活」が、一番良い復興の形であることを伝えました。 

 3 年生以上の各学年によるこの 1 年間の復興教育の発表も行いました。子どもたちなりに、命を守るためにできること、心構えなどを発信していて大変立派

でした。 

 これから先もずっとずっと、「3.11」はやって来ます。決して風化させず、未来にわたって命を守り、明るく楽しく生活することができるよう、指導してい

きたいですね。各ご家庭でも、子どもたちの実態に合わせて適切なご指導をしていただきたいです。よろしくお願いします。（校長） 
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3/8 またまた週末の恒例のお願いです！ 

 またまた、週末恒例のお願いになりますが…。 

 卒業式・修了式という大きな節目まで、あと僅かになってきました。次の次の週が「その日」なので、2 回分の「土日」を挟むことになります。インフルエ

ンザは流行っていませんが、「油断大敵」、それ以外の事故や怪我にも要注意です。もちろん、インフルＢへの警戒も、し過ぎるということはありません。 

 うがい、手洗い、マスク着用等々へのご指導とご協力、何とぞよろしくお願いします。 

◇今日の学習の様子 

 1 年生は体育。元気良く体育館に入ってきたので、「すごい、立派、並べてる」などとおだてると、すごく張り切って準備体操をしていました。めんこい、

めんこい！ ２・3 年生は、テスト。真剣にやっているかどうかは、ちゃんと顔にも書いてありましたよ。4 年生以上は卒業式練習です。在校生にとっては「待

つのも勉強」、ピッとしていて立派でした。（校長） 

  

 

 子どもたちが一生懸命汚れ落としをした廊下に、教職員でワックスを塗りました。とてもぴかぴかしていてきれいです。 
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3/7 地区子ども会 

 昼休み時間を使って今年度最後の地区子ども会をしました。わたしが各教室を回ったときには、登校班の反省をしていました。話合いの様子を見ながら、

「来年度はもっとたくさんの子が歩くようになればいいなぁ…」と感じました。具合が悪いときなどは仕方ないのですが、ちょっとサボってしまう子にとって

は、なかなかバツが悪い様子も窺えました………。 

 

  

 今週もあと 2 日間。がんばりましょう。（校長） 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 算数「学年のまとめテストに取り組んでいました。うっかりミスをしないように、慎重に取り組む姿勢が 1 年生なりに育ってきたかな？」 

◆2 年 国語「テストの間違い直しをしていました。間違いから覚えることというのは良いことなので、がんばってほしいと感じました。」 

◆3 年 体育「マットに乗った友だちをみんなで運ぶゲームです。筋力とチームワークを高める面白いゲームですね。」 

◆4 年 学級活動「もうすぐ『3.11』です。緊急時の行動について確認しました。命にかかわる大切な勉強ですね。」 

◆5 年 算数「とにかく問題をたくさんこなし、理解や技能を確実にしていきます。どちらのグループもがんばっています。」 

◆6 年 卒業式練習「証書授与は大変上手になっています。あとは、呼びかけと歌ですね。6 年間の成長を確認し巣立つための大切な学習の場です。期待してい

ますよ。」 
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3/6 あと 2 週間 

 毎日同じような内容のブログになっていますが、カレンダーを見ると、ちょうどあと 2 週間で卒業式…、本当に早いものですね。 

 そう言えば、今日は公立高校受験日でもあります。今いる末崎小の子どもたちもあと３～8 年後には「十五の春の試練」を迎えるわけで、そのときに困らな

いような揺るぎない力を今のうちにつけていかなければならないと、しみじみ感じました。 

「末崎中 3 年生のみなさん、ファイト！ 小学校の先生方も応援していますよ!!」（校長） 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 国語「カタカナの練習をしていました。すごく字が上手な子もいて、感心させられました。」 

◆2 年 算数「図形の学習です。この単元ももう終わりですね。かけ算九九がしっかり定着するようにご家庭でも再度復習をしていただけるとありがたいで

す。」 

◆3 年 国語「テストに取り組んでいました。ミスなくできるよう、落ち着いて問題を読みましょうね。」 

◆4 年 算数「立体の学習でした。実際に立方体を作ってみて…、子どもたちはサイコロみたいと喜んでいました。」 

◆5 年 算数「グループごとに学習を進めました。自信をもって取り組んでいるところが良いですね。」 

◆6 年 卒業式練習「毎日 1 校時に行っています。証書授与、呼びかけ、入退場等、覚えなければならないことがたくさんですね。」 

   

 

3/5 油断せずに…  

 少しずつ春が近づいてきています。今朝は、子どもたちのあいさつの声も上向き。良い感じでした。 

 学習の様子も一生懸命…、ここまではいつも通りなのですが、最近少し気にかかっているのが、子どもたちのマスク着用の意識が薄れてきているところで

す。低学年の方で熱の高い子がいて心配ですが、そろそろインフルエンザＢ型の流行が懸念される時期にもなってきたので、予防には万全を期したいところで

す。（どの学年も「健康が一番」なのですが、特に卒業を控えている 6 年生は要注意です。） 
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 油断せずに、予防に努めていくよう、今一度呼びかけていきたいと感じました。（校長） 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 体育「ミニハードルやフープを置いて、場を工夫したリレーを行いました。みんな勝ちたくて必死でした。」 

◆2 年 音楽「みんなよく揃った鍵盤ハーモニカ演奏でした。テンポが上がっても上手に吹いていましたよ。」 

◆3 年 算数「棒グラフの学習の続きです。やり残すことが無いように、とても一生懸命です。」 

◆4 年 理科「室内の温度の上昇について、予想して、実際に確かめていきました。一人ひとりが自分なりの考えをもっていて立派です。」 

◆5 年 理科「ふりこの重さと長さの学習です。4 年生と同様に、しっかりと理由まで考えていました。」 

◆6 年 社会「持続可能な平和な社会をつくるための取組みについて調べていました。こちらもやり残すことが無いようにしっかりと取り組んでいます。」 

   

  午後には、末崎町婦人会の皆様が来校し、6 年生の子どもたちと「碁石海岸のラベンダーを入れたにおい袋作り」を行いました。先生役のおばあさん方のア

ドバイス、お手伝いをいただきながら、悪戦苦闘（?？❓）の末、全員メデタク袋を完成させることができ、大喜びでした。婦人会の皆様、誠にありがとうござ

いました。 

    

    

 

3/4 今週もがんばりましょう  

 3 月も 2 週目に入りました。残された時間がどんどん無くなっていきます。（心の中では）かなり慌ただしい先生方の雰囲気を感じてのことか、子どもたち

もどこかそわそわしているような感じもします。それとも「春」という季節に向かっているからなのでしょうか。 
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 いずれ「今できることに力を尽くす」ということなのだと思います。先週金曜日に教室のワックスがけを行ったため各教室からは机などが出された状態から

スタートしたわけですが、低学年の教室の机入れをがんばる高学年の子どもたちがたくさんいたようです。嬉しいことですね。ご苦労様でした！ありがとうご

ざいました!!（校長） 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 国語「おばあさんのしたことを読み取ってノートに書いていきました。みんな張り切って取り組みました。」 

◆2 年 国語「教室に入って行ったときは、ちょうど国語のテストを終えたところでした。年度末だから、テストの時間はしばらくの間多くなることでしょ

う。」 

◆3 年 算数「表と棒グラフを比べて、棒グラフの長所について考えていきました。」 

◆4 年 国語「先週インターネットで調べた内容を作文にまとめていきます。今日はその構成を考えました。」 

◆5 年 国語「テストで間違ったところの解説を聞いていました。敬語を間違わないように、覚え直しですね。」 

◆6 年 卒業式練習「今日は呼びかけを練習しました。まだ覚えきっていない子はもうひとがんばりですね。」 

   

  

3/1 ３月に入りました  

 ３月に入りました。時間の経過の速さに改めて驚かされます。今年度も残り１か月です。今のところ、インフルエンザ流行も無く、概ね順調には来ていま

す。全員が顔を揃えて学ぶことが一番なので、「今月は欠席ゼロの日が少しでも多くなればいいなぁ…」と願っています。 

 卒業式練習も始まりました。一番最初の練習なので、私も顔を出しました。教務主任の問いかけに、子どもたちの口からは、「（１００点満点のところ）１

２０点取りたい」という頼もしい言葉が出てきました。嬉しいですね。私もあえてかなり辛口の「ダメ出し」をしました。今後の改善をすごく期待していま

す。（校長） 

    

  

☆今日の学習の様子 

◆1 年 体育「ドッチボールをしました。楽しい活動のせいか、並ぶのに苦労する場面も。もうすぐ２年生。あとひと踏ん張りです。」 
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◆2 年 国語「１年間を振り返っての作文の学習です。組み立てを意識して、書くことができたかな？」 

◆3 年 算数「資料を表に整理する学習です。統計的な処理能力を伸ばすことも大変大切ですね。」 

◆4 年 社会「パソコンを使って調べ学習。慣れている子はさすが早いですね。」 

◆5 年 算数「立体の学習です。身の回りの立体にも目を向けるようにすると理解が進みますよ。」 

◆6 年 家庭「調理実習です。１食分の献立作りをしていましたが、お味はどうだったかな？」 
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