
12/25 明日から冬休みです！ 

 2 学期が終了しました。子どもたちに大きな事故や怪我が無く毎日安全に登下校することができたこと、日々の学習や運動にしっかりと取り組むことができ

たことなど、実り多く充実した 2 学期でした。ご家庭、地域のたくさんのご協力の賜物です。 

 明日から 22 日間の冬休みです。規則正しく健康な生活を送ることができるように、各ご家庭でのご指導を引き続きよろしくお願いします。今日の終業式で

は、「本と仲良くなる 1 年にしてください」と呼びかけました。心も体もさらに大きくなって、1 月 17 日に会えることを楽しみにしています。良いお年をお迎

えください。 

 

 

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post2.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6975.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6976.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6981.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6983.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6996.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6999.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7005.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7008.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7020.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7021.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7022.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7032.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7044.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7047.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7050.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7056.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7067.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7071.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7072.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7075.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7076.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7083.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7085.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7087.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7092.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7095.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7096.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7097.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7099.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7107.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7108.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7110.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7112.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7113.jpg


12/24 明日は終業式 

 明日は終業式。今日も子どもたち、勉強に、お楽しみ会に、楽しそうでした。 

 

 

12/23 二学期最後の１週間です 

 ２学期最後の１週間が始まりました。インフルエンザについては、２名の罹患（新たに感染した子どもたちです）ということで、心配ではあるのですが爆発

的な流行は抑えられそうです。（各ご家庭でのご指導に感謝します！） 
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「あと少しで冬休み…」ということで、子どもたちは内心浮き立つようなものがあるかもしれませんが、よく落ち着いて学習してるようです。さすが、末崎の

子どもたちですね。あと２日間、元気にがんばらせていきます。 

今日の学習の様子 

◆１年「算数 ３０＋５のような計算の学習をさらに進め、２５＋３のように、一の位が空位では無い計算をしていました。ここに来て、少し落ち着きも出て

きたかな。この調子です。」 ◆２年「体育 手つなぎ鬼で、たくさん走りました。制限時間いっぱいに、全力で走るところが『２年生らしいな』と感じまし

た。」 ◆３年「算数 教室に入って行ったときには、学習が一段落して、ドリルなど新しい課題を始めようとするところでした。一人ひとりからやる気が感

じられます。」 ◆４年「国語 必要な材料などを考えたので、いよいよ実際に詩を書く段階です。悩みながらも、楽しそうな表情で描いていました。」 ◆

５年「郷土学習の一環で、大船渡や末崎についてＰＲするパンフレットづくりを行っています。下描きの段階ですが、丁寧に作ろうとする意気込みが感じられ

ます。」 ◆６年「社会 三権分立について学習しました。社会生活に対する視野を広げたり確かな理解を培ったりするための、基礎的な知識を得る学習です

ね。大切な内容だと感じました。」 

 

  

 ２０日、社会福祉協議会の職員の方に、今年度の赤い羽根募金をお渡ししました。子どもたちが持ち寄った善意です。ご協力ありがとうございました。 
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12/20 良い週末を 

 ２学期最後の週末を迎えようとしています。インフルエンザ、溶連菌感染症などで体調を崩している子はいますが、それほどの大流行には至らずにいます。

来週水曜日には２学期終業式を行います。あと僅かです。週明けに体調を崩す子が増えないよう、いつものインフルエンザ予防の手立てに加え、「人込みを避

ける」などのご配慮もいただけると大変ありがたいです。 

 子どもたち、今日も元気でした！ 

◆１年「学級活動 お楽しみ会の計画を立てました。『みんなでできるもので、何をやりたい？』という担任の問いかけに『粘土』『お絵描き』という返答。

『みんなで』のイメージに苦労しているところが何か微笑ましかったです。」 ◆２年「学級活動 テスト直しをして、その後は新しいドリルへの記名などを

していました。」 ◆３年「学級活動 クリスマス会の準備をしていました。ふだんから一生懸命学習していることへのご褒美ですね！大変楽しそうでし

た。」 ◆４年「図工 グルーガンを使ってリースづくりでした。（子どもの頃はこんなの無かったなぁ）としみじみ思いました。」 ◆５年「書写&社会 書

写の時間はすごい集中力。次の時間の社会では、都道府県の特徴を読み上げたカルタ取り。良いけじめができてきましたね。」 ◆６年「総合＆図工 絵画の

色塗りの個々の進み具合を調整する意味もあり、『終わった子は紙芝居づくり』を行うようにしていました。そろそろ紙芝居も完成です！」 
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12/19 厳しいようだけど… 

 今日は比較的ゆっくりと各教室を回ることができました。（こうして、子どもたちからエネルギーをいただいています。） 

 どの子どもたちも、「できるようになりたい」「わかりたい」という願いをもち臨んでいます。（もちろん、先生方も同様です。）ただ、そのためには、あ

る程度は「集中して取り組むこと」が求められるのは当然のことと考えます。落ち着いて考える、しっかりと聞く、はっきりと話す…、決してできていないわ

けではありませんが、どこかけじめの部分で声がけを必要とする子もいないわけではありません。今の学年の学習が次の学年の学習の大切な土台になっていく

わけですから、集中して臨むことができるように、指導を工夫していきたいと考えています。 

今日の学習の様子 

◆１年「算数 数の仕組みについて学んでします。例えば１２４は百が１つ、十が２つ、一が４つとか…。しっかりと聞こうとする子が増えてきています。」 

◆２年「学級活動 冬休みの暮らしについて、確認しました。楽しみで、心が浮き立っている子もいて微笑ましかったです。」 ◆３年「体育 なわとびをが

んばっていました。短なわも長なわも上達してきています。お互いにアドバイスをする姿が花マル🌸です。」 ◆４年「国語 立場を明確にして詩を書いてい

くために、自分を野原の何にするか…、わくわくした様子で考えていました。」 ◆５年「書写 今日の書写は硬筆の学習でした。『書写』ということをよく

意識して、ふだんよりもしっかりした姿勢で書く姿が見られました。」 ◆６年「算数 資料（データ）について整理する学習です。様子を見ていて、学習の

積み重ねの大切さを考えさせられました。（データの詳しい読み取りの内容が、１年生の学習内容が基になっていることに感心させられたのです…。）けじめ

については、もちろん花マル🌸の６年生でした！」 
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12/18 暖かい一日でした 

 朝方は少し雨模様でもありましたが、暖かく過ごしやすい一日でした。気にかかる、子どもたちの体調面ですが、インフルエンザ罹患者が 1 名（昨日と同

様）、熱を上げた子が他にも 1 名いて、心配な状況は変わらないようです。繰り返しになりますが…、良いまとめをおこなうことができるよう、各ご家庭での

ご指導もよろしくお願いします。 

今日の学習の様子 

◆１年「図工 とびばこを跳ぶ様子を紙を切り抜いてつくりました。『これが今度は紙版画になったりするのかな…』などと考えながら参観しました。」 ◆

２年「体育 キックベースの学習の続きでした。前回とルールが少し変わっていて、子どもたちは楽しく活動していました。」 ◆３年「図工 扉がついてい

るカードのような作品をつくっていました。大切そうにイラストを描く子、濃くはっきりと彩色する子など、さまざまでした。」 ◆４年「国語 詩を書く学

習でした。どの子も上手に書くための手順の理解も大切な内容です。みんなしっかりと取り組んでいました。」 ◆５年「理科 明日のテストに向けて振り返

りを行っていました。ものの溶け方の学習は実験がたくさんあったので、結果と考察をきちんとまとめていくことが重要です。がんばってください。」 ◆６

年「学級活動 卒業プロジェクトとして、これから自分たちが行う活動を考えたり、グループ決めを行ったりしました。」 
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12/17 しっかりとみられるように 

 今日は全学級を回ることができました。子どもたちのがんばりはいつも通りですが、嬉しく感じられ、また考えさせられたのは、子どもたちからの「みて！

（見て＆観て＆視て）」の感情です。「こんなにできるよ」「このくらい上手になったよ」などと、自慢そうに子どもたちは訴えてきます。「〇〇くんが～し

ました」などと訴えもします。様々な「みて！」に対して 100%は無理にしても、可能な限り誠意をもって応えていく…、そのことへの思いを強くした一日で

した。（なんか難しい書き方になりましたが、「まぁ、めんこい！」ということです。😊） 

今日の学習の様子 

◆１年「体育 なわとびの様々な技に挑戦。」 ◆２年「算数 インフルエンザ予防でしょうか、机と机の間を広くとって、よく集中していました。」 ◆３

年「国語 発表の練習。教室に入って行くと『校長先生、良いタイミング』と話し、得意そうに話していました。」 ◆４年「外国語活動 お店屋さんに行き

果物を買う練習です。恥ずかしそうに、でも楽しそうに話していました。」 ◆５年「算数 明日のテストに向けて、問題をたくさん解いていました。できる

だけ独力で進めていけるように…、集中力も大切です。」 ◆６年「理科 パソコンの教材も使いながらよく集中して聞いていました。疑問に思うことを呟く

のはきちんと取り組んでいる証拠ですね。」 
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12/16 感染症予防への一層のご協力を！ 

 2 学期も、令和元年も残り僅かとなってきました。 

 今年になって、子どもたちが「歩いて登校する」ということがとても当たり前のことのようになってきていて、本当に感謝しています。強く逞しい子に育て

るためには、「自分でできることはしっかりと自分でする」ですね。これからもよろしくお願いします� 😊� 

 さて、いよいよ本校でもインフルエンザに罹患した子が出てきたようです。熱が高い状況なので、早く下がって、たくさん食べられるようになればいいなぁ

と心配しているところです。「流行しなければいいなぁ…」というのも切実な願いです。「うがい・（石鹸での）手洗い・咳エチケット」の励行、よろしくお

願いします。また、具合が悪いときには、蔓延阻止の観点からも、登校させないようにご協力いただきたいです。 

今日の学習の様子 

◆1 年 算数「１から９９までの数の考察をしました。一の位、十の位…、数を眺めていくと様々なきまりがあることに気が付きます。集中して学習するよ

う、がんばりましょうね。」 ◆3 年 音楽「パフという合奏曲に取り組んでいます。リコーダーのパートや鍵盤ハーモニカのパートの演奏を聴かせていただ

きましたが、なかなかのものでした。それぞれのパートの演奏のとき、一緒に階名唱をしてあげる姿、演奏後に拍手してくれる姿…、素晴らしい時間でし

た。」 ◆4 年「算数 2 つの教室で小集団学習を行っているのですが、どちらの教室でも友だちから学ぼうとする姿が見られるところが素晴らしいです。最近

忙しくて参観することができずにいたので、思い切りのカメラ目線と笑顔で歓迎（？）してくれた子もいました。 ◆6 年 総合「復興教育スクールの学習

で、紙芝居づくりを行っています。だいぶ完成に近づいて来ました。でも、最終的なゴールは、この紙芝居をたくさんの方々に発信していくことです。引き続

き、しっかりと取り組ませていきます。」 
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12/13 ＣＲＴ2 日め 

 今日もＣＲＴ検査（算数）の日でした。昨日もお伝えした通り算数については、今年度は業者採点の前に自校採点も行い、冬休み中の課題などで補充を実施

していきます。きっちりと取り組ませ学力向上を図っていきたいと考えています。ご家庭でも、（ちゃんとがんばらせるよう）ご指導をお願いします。 

    

  

12/12 ＣＲＴ学力検査 

 今日、明日は、ＣＲＴ学力検査の実施日です。この１年間の学習の定着の様子について振り返り、より適切に指導していくためのものです。今日は国語、明

日は算数について行いますが、特に算数については今年は業者による採点の前に自校でも採点を行い、定着度が低い内容については冬休みなどの課題として習

熟を図っていくこととします。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。 
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12/11 赤い羽根共同募金スタート 

 今日からの３日間は「赤い羽根共同募金」にボランティア委員会の子どもたちが取り組んでいます。初日の今日は、低学年の子どもたちしか持ってきてくれ

ませんでしたが、明日以降（気持ち程度で全然構わないので）協力する子が増えればいいなぁと感じています。 

   

  

◆１年「図工 紙を切り貼りして、人の形を作っていました。担任はいつも図工の指導を工夫しています。今度はどんな作品なのか楽しみです。」 ◆２年

「体育 体育館に入っていったときはなわとびを終え、キックベースを行うところでした。作戦会議の様子が微笑ましかったです。」 ◆３年「算数 ドリル

のやり残しが無いように、それぞれの課題と向き合っていました。」 ◆４年「社会 都道府県テストを行っていました。今日は中国地方と四国の部分のテス

トでした。頭を抱える子、自信がありそうな子など様々でした。みんな漢字で書いていたところがすごいと思いました。担任のしっかりした指導がうかがえま

す。」 ◆５年「社会 教科書に出てきた地名を一生懸命調べる様子が見られました。地図の引き方が上手な子が増えてきているように思います。」 ◆６年

「算数 表を使って文章題を解く学習でした。表からきまりを見つけていくわけですが、難しさを感じていたようです。それでも、難しくてもあきらめない子

が多いところが好感が持てます。」 

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post28.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6348.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6350.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6351.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20191211_142029.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20191211_142051.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20191211_142114.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20191211_142144.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20191211_142154.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6352.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6353.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6354.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6356.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6357.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6358.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6359.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6360.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6362.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6363.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6364.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6365.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6367.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6368.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6369.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6371.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6372.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6373.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6374.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN6377.jpg


 

 

12/10 小春日和 

 今日は小春日和と呼ぶにふさわしいような一日でした。子どもたちも元気そのもの…、何とかこのまま体調を崩すことなく「欠席ゼロ」を続けていってほし

いところです。 

 今日の学習の様子（午前中に防犯カレンダー配付作業、午後にはお客様が来校ということで、全ての学級に入ることができませんでした…。３つの学年の様

子です。） 

◆１年「先生の紙芝居読み聞かせに見入る子どもたちです。５時間目の国語にもお邪魔しました。詩の読み取り、音読をがんばっていました。」 ◆２年「九

九の性質について学習しました。かけ算九九の暗唱は進んでいるかな？ 完璧にできないと３年生以降で必ず苦労するので全員にがんばらせていきたいと考え

ています。」 ◆５年「台形の面積の求め方を工夫して考えていました。様々な考え方（やり方）が認められる内容なので、子どもたちも大変はりきっていま

した。」 

 

 

12/8 ミニ門松づくり 

 ふるさとセンターで、恒例のミニ門松づくり教室が開催されたので、「小学生が参加していたら…」と思い、足を運びました。今回は地区子ども会単位での

参加は無かったようでしたが、昨年度経験して楽しかったのでしょう、リピーターの子どもたちが数名いて、家族で参加していました。良い年が迎えられるよ

う、子どもたちはしっかりと切られた竹に縄を閉めていました。 
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12/7 ミニバス交歓大会 

 先週に続きスポ少ミニバス交歓大会に行って来ました。家の用事もあったので午前中の２試合（男女各１）を応援したのですが、先週と同様によくがんばっ

ていたと思います。そして、先週感じられた課題（？）、試合終盤の体力と集中力の部分が僅かな間でよく改善されていました。子どもたちの可能性、本当に

すごいですね。この日は嬉しい１勝も挙げたということで、嬉しい一日だったようです。お疲れ様でした！ 
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12/6 高齢者疑似体験 

 福祉の里のご協力をいただき、6 年生が高齢者疑似体験学習を行いました。ふだんからお年寄りの方と一緒に生活している子も少なくありませんが、見えづ

らかったり動きづらかったりするなど、身体感覚の部分まで実感をもつことはなかなか難しいと思います。より深く理解することで、子どもたちの優しさにま

すます磨きがかかっていくことを期待しています。 

   

 

12/5 いつの間にか冬 
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 日中はお日様は入るとそれなりに暖はとることができるのですが、毎日寒い日が続きます。路面が凍結したり今朝は雪がちらついたりして、いつの間にかす

っかり冬になっています。それでも、白い息を吐きながら自分の力で（歩いて）登校してくる子どもたち、素晴らしいです。これって当たり前のことなのでし

ょうが、「凡事徹底！」、当たり前のことをしっかりとするから力がつくのだと思います。２学期の登校日はあと１４日間…、元気にがんばっていきましょ

う。 

◇１年「算数 ちょうど十進位取り記数法について学習していた場面でした。」  ◇２年「生活 友だちへのメッセージカードを夢中になって書きまし

た。」  ◇３年「体育 キックベースの後は王様ドッジボール。それぞれのチームで作戦を立てていました。」  ◇４年「算数 プリントでしっかりと習

熟を図っていました。自力でできるよう、みんな一生懸命です。」  ◇５年「外国語 教室に入って行くと２人組で会話をしていました。'Where do you 

want to go ?' 'I want to go to ～.' 'Why ?' 'I want to eat ～. ペラペラ話すペアもありました。すごい！」 ◇６年「国語 ドリルを使って新出漢字の練

習です。しっかりと覚えましょうね。」 

     

  

12/4 地区子ども会 
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 地区子ども会を行いました。冬休み中の行事を話し合ったり２学期中の集団登校等の反省をしたりしました。一番感じたのは、それぞれの学年ではっきりと

「成長」を実感することができたことです。高学年の子どもたちは逞しさを増し、低学年の子どもたちの話を聞く姿勢も良くなってきました。これからさらに

楽しく、また安全な暮らしができるようがんばっていってほしいと願っています。 

     

 

12/3 防犯ミニ作文最優秀賞作品紹介＆２年生まちたんけん 

 児童朝会では、防犯ミニ作文コンクール４年生の部で最優秀賞を受賞した作品を詠みあげてもらいました。堂々とした話し方で、自分たちの安全・安心な暮

らしを支えていただいている地域への感謝、そして自分自身の決意を述べてくれました。また、児童会執行部からは、冬休みの暮らしについて、重点として守

っていきたいこと、いじめ根絶の決意など、大変盛りだくさんな内容の児童朝会でした。 

 

  

 学習の様子では、１年生のテスト＆ドリル直し＆読書。かなり落ち着いて取り組むことのできる子が増えてきたように思います。成長しています。また、２

年生は「まちたんけん」で駐在所やスーパーに行って来ました。今回も笑顔で「ただいま！」と帰ってきました。午前中には、大船渡ロータリークラブの会長

さんたちが来校し、子どもたちに図書４０冊の寄贈をしてくださいました。子どもたちの好奇心を大いに満たしてくれそうな楽しそうな本ばかりです。ご支援

に感謝申し上げます。誠にありがとうございました。 
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 今日のフレンドリーパーク（昼休み時間に行うＡＬＴとの遊び）では、高学年の子どもたちがクリスマスカード作りを楽しみました。短時間の活動でした

が、楽しく、素敵な表情で描いていました。ハッピークリスマス！ ２４日が楽しみですね。 

   

 

12/1 スポ少バスケ交流大会 

 立根小体育館で行われたミニバス交流大会のご案内をいただいたので、行って来ました。楽しみにしていたのは、次の２点です。 ①男子チームの子どもた

ちが１学期中の大会からどのくらい上達しているか ②初めて観戦する女子チームの子どもたちの実力のほどは… 

 男子チームについては、（失礼な表現にあたるかもしれませんが…）とても上手になっていて、嬉しい驚きでした。１学期に見たときには、ファールが多

く、攻撃時のパスミスがもったいないような印象を受けました。今回の試合では、そのような悪癖が見事に改善されていて、チーム全体にねばり強く戦う逞し

さが見られるようになっていました。試合は第３クォーターまで大接戦だったのですが、最後の６分間で、健闘むなしく敗れてしまいました。でも、この調子

で上達していけば…と考えると期待が大きくふくらみます。ご苦労様でした！ 

 女子チームは、大船渡スポ少の子２名と合同で編制されていました。初めて見て、こちらも嬉しい驚き…、（またまた失礼な表現にあたるかもしれませんが

…）立派にバスケになっていて、見事なドリブル、シュートなどを見せてくれました。控え選手が全くいない状況で、決してひるむことなく堂々と戦う姿、格

好良かったです。  
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 来週は住田で大会が行われるということで、もし都合がつけば短時間でも観に行きたいです。 
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