
10/31 健康管理をよろしくお願いします 

 昨日学校からの文書やきずなメールでお伝えした件に係り、今日もいくつかの家庭から「家も…」などとご報告をいただいていたところです。子どもたちの

生活の様子を見ていると、非常に活動的で接触する機会も多く感染のリスクも高いように思います。全ご家庭での共通理解と実践で健康な生活を保障していき

たいと考えます。ぜひ、ご協力お願いいたします。 

 

☆今日の学習の様子 

◆1 年 図工「粘土でびんのような形を作っていました。色鮮やかな作品が多かったです。」  ◆2 年 生活「図書室の広い机を使って共同作業です。実はエ

アコン設置工事が始まっていて、その工事の騒音から逃れるための教室移動でもあります。これから、各学年でこのような風景が（多分年内は）見られること

になります。」  ◆3 年 書写「『小』という字を書きました。はねが難しく何度も練習していました。」  ◆4 年 体育「走り高跳びの学習です。上手な

子の動きを見て、自分にも生かそうとがんばっていました。」  ◆5 年 算数「平均の学習をがんばりました。どんどん問題を解く姿が頼もしかったで

す。」  ◆6 年 理科「てこの働きの学習です。実際におもりを持ち上げて、その手応えを実感していました。」 

   

  

10/29 10 月ももう終わりです。 

 今日はなかなか気温が上がらない一日…。一歩一歩、秋の訪れが感じられます。 

 学習発表会の疲れでしょうか、今日は少し落ち着かない様子も見られました。これから、子どもたちにどのように目標をもたせ日々の学習や運動に向き合わ

せていくのかが、とても重要です。学校でも指導はしてまいりますが、ぜひご家庭でも子どもたちに「早寝・早起き・朝ご飯」の励行をよろしくお願いしま

す。気が付くと、10 月ももう終わり…、今週末からは 11 月になります。早いものです。一日一日を大切にしていきたいですね。 
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☆今日の学習の様子 

 3，4 年生は、市内音楽会に向けて、練習を再開しました。一つ目のゴール（学習発表会）が終わっても、次のゴール（音楽会）が待ち受けている…、これは

なかなかキツイものだと思います。体調を崩している子もいます。ぜひ、みんな万全の状態で臨ませたいです。また、1，2，5，6 年生はふだんどおりの学習で

す。冒頭でも述べましたが、少しざわつき感もありました。昼休みには、「末小フレンドリーパーク」も行いました。ＡＬＴと一緒に遊ぶ時間で、できるだけ

英語を聞く時間を多くするようにしています。今日は、低学年の子を対象とした日でした。楽しそうに、ハロウィーンにちなんでジャックオーランタンの塗り

絵で遊びました。 

    

 

10/26 学習発表会、大成功!! 
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 心配していた雨も上がり青空も広がる良いお天気で、一安心。駐車場が少ないことではご迷惑をおかけしましたが、無事、今年度の学習発表会を開催しまし

た。練習では例年よりも仕上がりがゆっくりでしたが、総練習のときには「今日が本番でも良かった！」というくらいの出来映えでしたが、今日はどの学年で

もそれ以上のすごい発表に高まっていて、大変感心させられました。改めて、末小の子どもたちの力の素晴らしさには感心させられます。素直な心がきちんと

育っているからこそ、上達するのでしょうね。ご家庭、地域の皆様のお力添えのおかげでもあります。たくさんのご支援をいただいていることに改めて感謝申

し上げます。これからも、どうぞよろしくお願いします！ 

※風邪ひきの子も多く見られます。明日、明後日とゆっくり休んで…、また火曜日からがんばりましょう！ 

☆はじめのことば 

 ７名の１年生が大きな声で堂々と開会宣言をしました。 

     

  

☆児童会長あいさつ 

 スローガン達成に向けた決意をしっかりと話しましたね。 

 

  

☆全校合唱「いつでもあの海は」「勇気１００％」 

 バッチリのリズムで歌いました。（練習では、けっこう苦労していたのです…。）ピアニストのお二人さんも、ご苦労様でした。上手でしたよ！ 

   

  

☆２年 劇「たぬきばやし」 

 道具の準備から全て自分たちの手でやっていて感心させられました。とても楽しそうに演じていて、見ているこちらまで笑みがこぼれる可愛らしさでした。 
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☆１年 劇「１１ぴきのねこ」  

 子どもたちの元気全開で、練習前よりもずっとずっと協力する態度も育ちました。満足感でいっぱいで、これからの成長がますます楽しみですね。 

     

  

☆５・６年 詩吟「偶成」「春暁」 

 澄んだ声を響かせました。立派に伝統を引き継ぐ発表だったと思います。ご指導くださった碁石吟詠会のみなさん、ありがとうございました。 

     

  

☆３・４年 合唱「わらべうた（上見れば・かた雪かん子」「ハロー・シャイニング・ブルー」 
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☆５年 劇「ぞうれっしゃがやってきた」 

 ステージの生かし方、張りのある声での発表、さすが高学年という内容でした。戦争の悲惨さもしっかりと伝わってきましたね。 

 

  

☆６年 劇「『あ』」 

 あえて喜劇に挑戦した６年生…、さすが堂々としたものでした。チームワーク抜群で、感謝の気持ちもよく伝わってきました。あと５ヵ月…、卒業に向けて

これからもがんばってほしいです。 

  

  

☆おわりのことば 

 きちんとシメてくれました。いつも頼りになる子どもたちです。 
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◎ 演目にはありませんが、学習発表会を支えた係の子どもたち…、ありがとうございました。ご苦労様でした！ 

  

 

10/25 明日の学習発表会本番、よろしくお願いします！ 

 毎日、学習発表会の練習をがんばっている子どもたち…、大変立派です。明日の本番は失敗を恐れずに思い切り表現をさせたいです。（私も）楽しみな気持

ちでいっぱいです。 

 天気だけは心配です。特に今晩あたりは降りそうな感じですが、あまり降らなければいいな…と願っています。校庭に駐車することができるのが一番なので

すが、もしかすると校舎周辺等への駐車をお願いすることになるかもしれません。ご了知のとおり、現在、道路工事の関係もあり、駐車スペースが極端に少な

くなっています。市営球場第２駐車場や漁協駐車場の倉庫側などもお借りしましたが、可能な限り乗り合わせ、徒歩などでのご来校をお願いできると大変助か

ります。いずれ事故が無いように、これまでと同様に「お互いに譲り合いながら」ということでよろしくお願いします。 

☆ 今日の学習の様子 

 午前中お客様も見えられたこともあり、全ての学年を回ることは出来かねました。今日も音楽朝会からスタート。 

 １年生は、算数で、箱や筒を使って形を写し取る学習。この活動が「図形の概念形成」につながっていきます。２年生は、図工「窓を開けたら」の学習。今

日はやり方（作り方）を聞いて理解することに重点を置いていました。この先が楽しみです。３年生は、算数で小数の仕組みについて学ぶ時間。2.8 とはどの

ような数なのか、友だちに説明できるようになったかな？ 
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10/24 学習発表会予行 

 今日は学習発表会の総練習「予行」を行いました。昨日までの様子だと仕上がりが心配された学年もありましたが、今日はバッチリ！ 今日が本番でも良か

ったくらいの立派な姿を見せてくれました。 

 全ての演目を終え講評を話したとき、子どもたちに「点数をつけると何点？」と尋ねてみました。圧倒的に多かったのは、「９０点」と答えた子どもたち。

「１００点」と答えた子どもたちもかなりいました。よほどの満足感があったのでしょうね。明後日の本番も期待できますね。ご苦労様でした！ 

☆はじめのことば 

    

  

☆全校合唱 「いつでもあの海は」「勇気１００％」 

     

  

☆２年 劇「たぬきばやし」 

     

  

☆１年 劇「１１ぴきのねこ」 

     

  

☆５，６年 詩吟 
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☆３，４年 合唱「わらべうた（かた雪かんこ、上見れば）」「ハロー・シャイニング・ブルー」 

 

  

☆５年 劇「ぞう列車がやってきた」 

     

  

☆６年 劇「あ」 

     

  

☆おわりのことば 

    

 

10/23 明日は学習発表会予行です 

 学習発表会に向けて、黄色信号が点滅です。理由は、子どもたちの健康面についての不安が感じられるからです。今日は欠席者 2 名、出席停止者 1 名、早退

者 3 名…、その他にもマスク姿の子がちらほら…という状況で、結構心配です。これまでと同様に、健康管理について再度よろしくお願いするとともに、もし

体調が悪いようなときには決して無理をさせずにしっかりと治してから登校させていただけるとありがたいです。 
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☆ 今日の学習の様子 

 学習発表会に向けて各学年での練習に一段と熱が入っています。また、練習以外の授業でもみんなよくがんばっています。4 年生の算数で「割合」を扱って

いて、「そうだったのか…！」とびっくりしました。「割合」はこれまでずっと 5 年生の学習内容であり、子どもたちにとってはかなり手ごわい（理解が難し

い）内容のものです。来年度からの新学習指導要領実施に係り、移行措置として今年度から（次年度以降も）割合については簡単な内容は 4 年生で習うという

わけです。「難しいから心配」とか「学習内容が増えて大変」とか、そういうのではなく、ただひたすら「驚き」でした。 

     

 

10/21 体調管理、よろしくお願いします 
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 学習発表会に向けた最後の１週間が始まりました。「全員、元気よく…」とお知らせしたいところでしたが、残念ながら体調を崩す子がちらほら…。当たり

前のことかもしれませんが、まず「早寝・早起き・朝ごはん」が大事ですね。子どもたちがエネルギー切れを起こさないように、お腹いっぱいにしてあげてバ

ッチリ爽やか笑顔で送り出していただけるとありがたいです。明後日には、休んでいる子どもたちが早く治して元気な顔を見せてくれるのを期待しています。 

   

 

10/18 学習発表会本番まで、あと 1週間です・・・  

 今朝は学習発表会に向けて、全校音楽の練習から始まりました。子どもたちの素直で明るい声に朝から癒され、素敵なスタートの 1 日でした。昨日は一日中

盛岡出張だったので、2 日ぶりの授業参観をしました。最近学習発表会練習の写真が多かったので、今日は各学級内での様子を見ていったのですが、よく落ち

着いているという印象を受けました。学習発表会まであと 1 週間なので、ここから先は健康管理の一層の徹底が望まれます。明日から連休に入りますが、ご家

庭での過ごし方についてぜひご指導をお願いいたします。 
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10/16 学習発表会に向けて  

 今日は各学年の学習発表会練習を中心に参観しました。かなり仕上がってきている学年、「これからきっと急ピッチで進んで行くのだろうな」という学年な

ど、現時点では様々ですが、日に日に上手になってきているところはどこも同じなようです。 

 学習発表会は表現力を磨くだけじゃなく、それぞれの個性を伸ばす機会であり、集団の中で自分自身のあり方を調整する力を磨く機会でもあります。これか

ら、もっともっと末小の子どもたちの素晴らしさが発揮されるはずです。大変楽しみです。 
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10/15 昨日はご苦労様でした  

 台風１９号の襲来がありました。今朝、さっそく各学級で子どもたちの様子を確認したところ、台風による人的被害は無かったようですが、停電や建物の若

干の被害などはあったようです。私の家も停電し、改めて電気の大切さについて考えさせられました。また、震災のときも思い出し、大変不安な気持ちにもな

りました。学校でも、様々な災害を想定したマニュアルなどは作成してはいるのですが、今一度再点検をし、備えていきたいと強く思いました。 

 ３連休中のことは、今朝まとめてアップしたところですが、改めて、昨日は町民運動会、ご苦労様でした。最初「子どもたちの参加者は少なめかな…」と感

じましたが、プログラムが進むにつれ、フィールドでも運動場周辺でも元気に活動する子どもたちが目立つようになり、大変微笑ましく感じました。 
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 今日は３連休明け…、疲れが感じられる子どもたちも幾分見られますが、学習発表会までの日数を逆算するとあまり余裕が無いことに気付きます。一日一日

を大切にして、精いっぱいできることを行うようにしていきたいものですね。 

    

 

10/14 町民運動会  

 先週土曜日から延期されていた町民運動会が開催され、たくさんの子どもたちが参加しました。震災後には２回めの開催ですが、数えて６６回めの大会とい

うことで、「歴史のある大会なのだな」と改めて感じます。小学生の参加する協議は、「ワンカップリレー」と「総合リレー」の２種目でしたが、地域のみな

さんと一緒に親睦を深めながら、末崎町を活性化させていく一つの機会になれば嬉しいですね。楽しい一日でした。どうもありがとうございました。 
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※きずなメールでもお知らせしたとおり、前日のラグビーワールドカップ「カナダ対ナミビア戦」の招待事業は児童の安全確保の観点から中止されました。一

生に一度の良い思い出になるものと、引率者も期待していたところでしたが…、残念でした。また、何かの機会で、子どもたちに大きな感動を与えられること

を願っています。 

10/12 ＭＯＡ美術展  

 10 月 12 日、市民体育館で今年度のＭＯＡ美術展並びに表彰式が行われました。本校でも、出品した子の中から、絵画、書写の部でそれぞれ数名の子が入賞

しました。私も表彰式にお招きいただきましたが、みんな「緊張＋誇らしげ」な表情で、賞状をいただいでいました。良かったですね。おめでとうございまし

た。 

  

 

10/11 台風による被害が心配です  

 台風 19 号の進路と風雨の様子が心配されます。13 日には、5，6 年生の希望者が支援でラグビーW 杯を釜石に観戦に行く予定にしているので、なかなか悩

ましいところです。もちろん、何の被害も無いことは、さらに大事です。 

 一応「観戦に行く」という場合を想定して、子どもたちには事前指導を行いました。用紙の他にも大会運営委員会から届いているものも配付したので、お家

でもお確かめください。 

 雨でも、しっかりとがんばった一日でした。1 年生の劇も、少しずつ上手になってきていますよ。 
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10/10 新縦割り班顔合わせ  

 １年間も半年を過ぎたことから、縦割り班（主に掃除で活動）のメンバーを一新しました。学年が異なっていてもお互いに見知っている子が多い状況ではあ

りますが、「気持ちを新たにしっかりと活動していこう」という意味も込めて、掃除時間の最初のところで体育館に集まり顔合わせを行いました。 

 前期には少し自信無さげな様子も見られ頼りなく感じられた子もいたのですが、半年経ち、６年生から良い意味での余裕が感じられるようになりました。こ

の半年間の経験が無駄ではなかったということですね。 

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post8.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7767.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4740.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4741.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7771.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4743.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4745.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4747.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4748.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7800.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4749.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7802.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4751.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7808.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4760.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4767.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4769.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4770.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4773.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4777.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4779.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4780.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7831.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4783.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7840.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4785.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4786.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4787.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN4789.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7847.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7848.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7852.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7854.jpg


 

  

※ 明日、ラグビーワールドカップ観戦を申し込んでいた子どもたちを対象に、事前学習を行います。心配なのは、台風１９号による影響です。気象警報が発

令されない限り、またご家庭が希望する子については連れて行こうとは思うのですが、果たして…。いずれ、警報が出るようなら普通の登校日の対応（登校前

に警報発令の場合は自宅待機）に倣って、観戦は中止にせざるを得ません。祈るような気持ちで、日に何度も天気予報を見ています…。 

2019年 10 月 10日 

10/9 きれいな歌声に感動 

 今日は児童朝会からスタートしました。執行部からは、学習発表会スローガンの発表といじめ防止についての呼びかけが行われました。いじめ防止のために

は、お互いを尊重する態度形成が不可欠です。そのためにも、学校では呼び捨てをせずに敬称をつけて呼ぶことを指導中です。子どもたちからも「呼び捨ては

しないように」という啓発が行われました。 

    

  

 今日も他用務のため、出たり入ったりの一日なのですが、少し時間があったので、3，4 年生の合唱練習に少しお邪魔をしました。今年度は、わらべうたも取

り入れているのですが、歌声が練習開始当初とは別人のように澄んできていることに感動させられました。音楽室中の一体感が素晴らしく、見学していて大変

心地よく感じられました。これって役得ですよね…。 
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 計算マスターの表彰もしました。一発満点の子全員をグレートマスターとして表彰しているところです。各学年の代表（賞状を受け取る子）が揃うまで、嫌

いな食べ物の話をしていたのですが、やはり野菜嫌いの子が多いようですね。茄子、白菜、ゴーヤ等、様々でした。 

 

 

10/8 授業研究会（1年）＆ おもちゃ祭り（2 年） 

 他用務が立て込んでいたり、1 日中出張だったりして、久しぶりのブログ更新です。 

 昨日から信号機が撤去され、雨模様も強かったこともあり「朝の交通安全指導が・・・」と思いながら出勤したところ、7 時を回ったばかりなのに誘導員の

方々と交通指導員さんが既に交差点に立っていてくださりました。子どもたちのために一生懸命な姿に、本当に頭が下がります。ありがとうございます。ただ

ただ「感謝」です！ 

 今日は 1 年生で算数の授業研究会を行いました。ふだんはなかなか集中できず、落ち着かない様子の子も見られますが、たくさんの先生方に囲まれても臆せ

ずに学習できるところが「スーパー1 年生」です。遊びたい気持ちもぐっと抑えて、しっかりと「３＋９のような計算」の学習を、ブロックやサクランボ計算

で行いました。がっちりとできたことが、今後の自信につながり、学習に向かう力が高まっていくことを願っています。本当によくがんばりました。 
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 もう一つ、朝から 2 年生が「おもちゃ祭り」の招待状を持ってきてくれました。毎年、この時期、生活科の学習で 2 年生が 1 年生を招待して行う学習です

が、ここ暫くの間、楽しそうに準備をする 2 年生の子どもたちの姿が見られていました。いつものように教室に入っていったとき、ちょうどこの準備にあたっ

ていると、（1 年生に内緒にしておきたいので）「ブログに載せないで～」と懇願してきていました。「秘密の図工」と記してアップしたときもありましたが

…。 

 3 校時になり、教室に行ってみると、2 年生が立派にホスト役を務め、1 年生を遊ばせる姿がありました。自信をもって準備してきた様子が窺え、微笑まし

く、めんこかったです。私もたくさんのおみやげ（景品）をもらいました。とても楽しかったですよ。どうもありがとうございました。 
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10/3 校内マラソン大会 

 暑過ぎも寒過ぎもしない、絶好のコンディションの下、今年度の校内マラソン大会を開催しました。陸上記録会後から、業間 5 分間マラソン、体育の時間等

で練習を重ねてきた子どもたちは、それぞれの新記録を目指して、一生懸命走りました。 

 どの子も大変素晴らしかったのですが、特にマラソン初挑戦でもしっかり走り抜いた子、最後まで精いっぱい応援の声を届けた子どもたちには感動させられ

ました。お互いの健闘を称え合う末崎小の子どもたち…、本当に素晴らしい子どもたちです！ お家のみなさんの声援も、子どもたちの確かな力になりまし

た。また、駐車場が少ないということから、校地外に駐車し歩いて来校してくださった方もたくさんいました。ご迷惑をおかけしましたが、助かりました。あ

りがとうございました。 
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 次は、日常の学習＋学習発表会への取組みですね。まだまだがんばります。これからもよろしくお願いします！ 

 

 

10/2 県学習定着度調査  

 今日は県下小学 5 年生全員がテスト（岩手県学習定着度状況調査）を受ける日です。本校でも 5 年生の子どもたちは 4 教科（国算社理）のテストに午前中い

っぱい取り組んでいました。内容は 3，4，5 年（これまでに習ってきた部分）なので、忘れてしまっている部分も少なくないと思われます。きちんと覚えるた

めの良い機会、授業のあり方について見直す絶好の機会ととらえて前向きに対処していきます。 

♥1 年「算数 ブロックで遊ばずに上手に操作できる子が増えて来ました」 ♥2 年「算数 今日も元気いっぱい。昨日の遠足の疲れは感じられません。」 

♥3 年「国語 『ちいちゃんのかげおくり』の学習です。集中力も高まっています。」 ♥4 年「国語 『ごんぎつね』の学習です。丁寧に話の筋を追っていま

した。」 ♥5 年「県学調 真剣な表情もよいものです。」 ♥6 年「理科 出前授業ということで外部講師による指導でした。エネルギー教育にかかわるも

の、プログラミング教育の内容を含んだものなど、盛りだくさんでした。」  
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10/1 生活科遠足（1，2 年）  

 大変よく晴れ渡った青空の下、1，2 年生が福祉の里の公園に遠足に行って来ました。午前中いっぱいおやつを食べたり遊具で遊んだりして、凄いエネルギー

で活動した子どもたちは、笑顔いっぱいでした。引率者たちも笑顔、笑顔…。少し集団行動が苦手な面も見られる子どもたちですが、今日は約束もしっかりと

守り、立派に活動した「遠足」であったと思います。 

♥たくさんの遊具で思い切り体を動かして遊びました。 
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♥2 年生がリーダーになって企画した遊びも楽しかったですね。 

 
  

♥最大の楽しみ？お弁当＆おやつタイム 
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