
4/26 とても嬉しい訪問が…！ 

 今日は（私にとって）とても嬉しい「訪問」がありました。 

 1 学期が始まって数日経った中休み時間に、4 年生の男の子が 1 人、訪ねて来ました。先日宿題の音読を忘れてきたので、職員室にいた私に「（国語の『白

いぼうし』の）音読を聞いてください」とお願いに来た子でした。一生懸命読む姿が大変めんこかったので、読み終えた後に「上手だね」と褒めた後、「（こ

の物語に登場する）女の子って何なのだろうね」と聞いてみました。（まだその教材文の学習が始まったばかりだったので）その子は、「よくわかりません」

と言うので、「もし、勉強してわかったら、校長先生にも後で教えてね」と話すと、その子は頷いて職員室を退出していきました。 

 そして、今日、「校長先生、女の子の正体が分かりました。」と言い、今日の 2 校時にみんなで勉強してわかったこと、自分の考えたこと（女の子の正体が

白いちょうだったこと）を教えてくれたのです。 

 ふだんから、しっかりと学んでいること、どちらかというと一方的にお願いした小さな約束を覚えていて守ってくれたこと、何よりも毎日の授業に対して楽

しそうに臨んでいることなどが、すごく嬉しく感じました。 

今日の学習の様子…みんな生き生き学んでいます。《時間が無くて 1～4 年生のみです。ゴメンナサイ🙇》 

 

 

 明日からは 10 連休です。何よりも大切なのは、事故や怪我の無い暮らしにすることです。各ご家庭でのご指導もどうぞよろしくお願いします。5 月 7 日に

142 名の子どもたちの元気な顔を見ることができることを楽しみにしています！（校長） 

  

4/25 児童会総会 

 児童会総会を行いました。今年度は１回だけの実施とし、学年末の分は代表委員会に替えることにしました。 

 これまでと同様に、子どもたちは前向きに意見を出し合い話し合いを進めていました。本当に素晴らしいなぁと感じます。リーダーである５，６年生の子ど

もたちを中心に、ぜひ自主的に活動し、力を磨いてほしいですね。 
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 今日の学習もがんばりました！ 
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4/24 家庭訪問！「おじゃまして…います」 

 昨日は午前中からお客様が見えられていて、教室を回ることができず「残念！」でした。 

 今日は忙しくなる前に、各教室を回りました。どの学級もよくがんばっています。一斉指導では、どの子もしっかりと学習することができるように、ルール

作りが大変重要になります。（当たり前のことですが）先生方、よくがんばっていますし、それに一生懸命応えようとする子どもたち、すごく立派です。 

★ 今日のがんばり 

１年「今日は聴力検査を行いました。それと並行して、図工の学習です。」 

２年「道徳。授業の最後のところの教師の説話です。」 

３年「算数。時刻の学習です。なかなか定着しないところもあります。がんばって！」 

４年「理科。木々の春の様子の見学です。みんな興味津々でした。」 

５年「体育。様々な形でリレーを行いました。協力してゲームを進めました。」 

６年「算数。グループに分かれて、線対称な形の学習でした。」 
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 家庭訪問期間中です。各ご家庭の皆様には、ご苦労をおかけしていますが、共通理解を図る貴重な機会ととらえています。（引き続き）何とぞ、よろしくお

願いいたします！ 

  

4/20 参観日 

 今年度１回目の参観日、PTA 総会、懇談会などを行いました。ご多用のところにもかかわらず、たくさんの方々にお越しいただき、大変ありがたかったで

す。 

 子どもたちの学習の様子はいかがだったでしょうか。子どもたちはそれぞれによくがんばっていましたが、今後さらに伸ばしていくためには様々なことにチ

ャレンジしたり、これまで簡単にあきらめていたようなことでも継続していかなければならなくなったりします。 

（学校、家庭双方の取組みにかかわって）課題については、ともに考え、改善を図っていきたいと考えています。ぜひ、ご遠慮されずに、ご意見をお寄せいた

だけると大変ありがたいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。（校長） 
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 ＰＴＡ総会も盛況でした。会場が少し寒くて、スミマセンでした。 

     

  

  

4/18 見事な桜… 

 校報でお知らせしたとおり、校庭の桜は樹齢 60 年を超し、倒木の恐れが大きいことから、新しい道路を作る工事と合わせて伐採する方向で考えています。こ

こ数日の気温上昇に伴い、（テングス病で疎らではありますが）見事な花を咲かせ、わたしたちの目を和ませてくれています。正直言うと、「本当に切りたく

ない！」のですが、危険なので、心を鬼にして「切る！」と決断しています。（このことも校報に書きましたが）もし何かご意見等がある場合は、校長または

副校長までお聞かせください。 

 今日は天気も良く、桜の木をバックに記念写真を撮りました。まだ撮っていない学年も明日以降には都合をつけて撮っていく予定です。 
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 今日はお昼前から出張に出かけていたため、遅い時間のアップです。明日は、1 日出張（盛岡）のため、ブログはお休みします。明後日は参観日、たくさん

の皆様のお越しをお待ちしております。 

 今日のがんばり…。みんな立派。6 年生は全国学力学習状況調査に臨みました。 

    

 

4/17 1 年生を迎える会 

 １年生を迎える会を実施しました。執行部の子どもたちは、この会に向けてリハーサルなどを行い、すごく「一体感」のある会になったと思います。 
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 ３年生の掲げたアーチを通った後、１年生の自己紹介、各学年の紹介などを行い、その後、執行部の子どもたちからボールのプレゼント、ゲームなどを行い

ました。 

  

  

 特に印象的だったのが、６年生による「末小ソーラン」の紹介です。１度踊り終えた後の定番のアンコールがあり、２回目は２年生以上全員が嬉々として踊

りました。「末小ソーラン大好き！」という「末小愛」がすごく伝わってくるひとときでした。 
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 １年生に「楽しかったですか？」と聞くと、元気よく「はい！」と答えてくれました。明るく優しいお兄さん、お姉さん方に恵まれて、これからもきっとど

んどん力を発揮していってくれることでしょう。大変楽しい１年生を迎える会でした。（校長） 

  

 

4/16 初「児童朝会」 

 今日は、「活動・盛りだくさんの日」でした。 

 まず、児童朝会。上級生として、執行部、委員会委員長の子どもたちにとっては「デビュー戦」でしたが、堂々とそれぞれの役割をこなすことができたよう

です。ノー原稿でお話をすることが当たり前になってきていることも大変頼もしい姿ですね。 
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 次に、避難訓練。今日は校庭の状態も良く、昨日できなかった分を行いました。整然と行動することができましたが、最初のうちは少し話し声も…（残

念）。 命にかかわる大切な学習だったので、①「お・は・し・も」の約束の確認 ②放送を聞くために大切なこと などを再確認しました。 

  

  

 最後に、縦割班の顔合わせ。今年１年間、掃除や諸活動を行うときの単位になる班です。リーダーになる子どもたちの緊張の中にもやる気が感じられる様子

…、良いですね。がんばってください、期待していますよ！ 

  

  

4/15 桜の蕾も赤く膨らんできました 
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 今日は避難訓練を予定していたところでしたが、朝方の雨上履きのまま校庭に入ることができなくなったので、「避難訓練は明日に延期」ということにしま

した。一番がっかりしていたのは、本校の副校長かな？（これで、昨年度から避難訓練が「4 回連続延期」ということになったので。） 

 避難訓練はできなくなっても、外遊びは「OK!!」ということで、中休みには子どもたちは外に出て、いつもどおり遊んでいました。（本当に水はけの良い、

すごい校庭です。） 

 

  

★ 今日の学習のがんばり … 午後に各教室を回ったので、2 年生以上の様子です。 

 2 年「図工。ひみつの卵という題材でした。濃く、楽しそうに色塗りをしていました。」3 年「国語。漢字の練習が早く終わった子は『きつつきの商売』を音

読しました。」4、６年「国語。読書に今年度は力を入れます。図書室で本を借りたり、読書記録ノートの準備をしたりしました。」5 年「体育。腰に付けたタ

グを取り合うゲーム。俊敏性を高める楽しい運動でした。」 
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4/12 明日からの週休日、ゆっくり休ませてください！ 

 新年度、新学期ということで、子どもたちが大変はりきっている様子がうかがわれます。新しい先生にも少しずつ慣れてきた感じもしているところです。 

 でも、その「慣れ」が「乱れ」「崩れ」につながることはちょっと問題ですが、きちんと規律・集中力は保たれているようなので、一安心といったところで

す。特に、全く新しい生活になった１年生の子どもたちは実はかなり疲れているのでは…。（もちろん他の学年の子どもたちもですが）ゆっくりと休ませて、

また来週からバリバリとがんばらせていきたいところですね。１週間、お疲れさまでした…。 

今日のがんばり １年《体育。じゃんけん列車。リズムに乗って？楽しみました。》２年、５年《ＣＲＴ学力検査。昨日は国語、今日は算数に取り組みまし

た。》３年《算数。九九のきまりの学習です。きちんと覚えているかなぁ…。》４年《国語。草野新平作「春の歌」の音読をしました。》６年《算数。グルー

プに分かれて…、線対称な形の描き方を学習しました。》（校長） 

     

 

4/11 今日も元気 
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 この時期にこのような表現も変ですが、「寒さにも負けず今日も元気な末小の子どもたちです！」 

 今日は私用もあり、抜けた時間帯もあったのですが、子どもたちはしっかりと笑顔で学習していました。明るいこと、元気であること、素直であること

等々、末小の子どもたちのよさが十分に表現されています。 

 昨年度のこの時期は、季節外れのインフルエンザ流行で大変だったことも思い出します。改めて、元気っていいですね！（校長） 

 

 

4/10 なかなか暖かくなりません… 

 今日も花冷えする一日でした。桜の開花が待ち遠しいですね…。 

 休み時間、子どもたちは元気いっぱいです。一輪車、サッカー、鉄棒、雲梯、滑り台…、「学校って、こうでなくっちゃ！」とストレートに感じさせられる

ひとときです。 
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 授業にも一生懸命です。１年《算数。もう授業が始まっているのですね…(^^)》２年《体育。鬼ごっこを楽しんでいました。》３年《図工。混色の勉強で

す。》４年《算数。２グループに分かれて学習しています。》５年《学級活動。係活動》６年《ソーラン練習。気合十分でした。》（校長） 

 

  

4/9 交通安全誓いの式＆低学年交通安全教室 

 今日は、朝から、①黄色い羽根街頭配布、②交通安全誓いの式、③低学年交通安全教室の３つの活動を行いました。正に「交通安全デー」と言ってよいよう

な日でした。 

 誓いの式では、ふだんから子どもたちの交通安全を守ってくださっている７名の方が来校してくださいました。昨年度１年間の無事故をお祝いして交通安全

ダルマに眼を入れるとともに、今年度の安全も祈願して新しいダルマの片目に筆を入れました。地域の皆さんの強力なサポートがあってこそのことなのです

が、今後さらに安全には力をいれていきたいと考えています。 
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 低学年交通安全教室については、１，２年生が道路横断を中心に学習しました。自分自身で判断して横断する力はまだまだ不十分なので、これからも声がけ

はしていきたいと感じています。各ご家庭でもご指導の程、よろしくお願いいたします。（校長） 

    

  

4/8 初給食 

 地区子ども会を行いました。今年１年間、長期休業中の行事、登校班などで活動することになります。特に、高学年の子どもたちのはりきっている様子が伝

わってきました。会を終えた 
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 今年度の給食も、今日からスタート！ 今日のメニューは、「わかめご飯、チキンカツ、もやしのナムル、いももち汁、牛乳、イチゴスティックケーキ」、

ごちそうでした。小学校の給食デビューをした１年生教室の様子を見て来ました。みんな行儀よくおいしくいただいていました。すごく立派で驚かされまし

た！（校長） 

 

 

4/5 入学式 

 ２６名の１年生が入学しました！ これで全校１４２名でのスタートになります。 

 式辞では、２つの「あ」、あいさつと安全について約束（お願い）しました。ちゃんと聞いていて「はい」と返事をすることができる子がたくさんいて、感

激しました。昨年度と同様に、良いスタートをきることができたと思います。 

 今年１年間、職員一同、精いっぱい務めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。（校長） 
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4/4 平成 31 年度スタート！ 

 平成最後の学期、1 学期がスタートしました。 

    

  

（新しい先生方はどんな人なのかな…）というドキドキ、（担任の先生は誰になるのかな？）というワクワクでいっぱいの始業式、その後の学級活動でした。 

 始業式後の学級活動では、お互いをよく知るためのゲームや自己紹介等々。 「一期一会」として、良い出会いになるよう、これから精いっぱい努めていき

たいと思います。 
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 掃除もよくがんばりました。平成 31 年度も良いスタートになりました。よろしくお願いします。 

   

 

 地区子ども会、登校班についても、約束事を確認しました。今年度から登校班長は、黄色い帽子ではなく横断旗をもって歩くことになります。安全に気を付

けて登校することを願っています。（校長） 

   

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3367.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3370.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3371.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1433.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1434.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3374.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3376.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3378.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3379.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3381.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3382.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3385.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3387.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3389.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3391.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1435.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3396.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN1436.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3347.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3350.jpg

