
1/31 校内なわとび大会 

 3校時、校内なわとび大会を開催しました。90名以上というたくさんの保護者の方々にご覧になっていただき、子どもたちは元気よく、これまでの練習の成

果を発表しました。子どもたちへの温かい励ましにも感謝申し上げます。これからもよろしくお願いいたします。 
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1/30 学校へ通じる道路の完成が楽しみです 

 今日は私用があり、午前中はお休みをし、お昼過ぎに学校に戻りました。少し怪しいような（？）天気でしたが、学校下道路の一部の舗装工事が予定通り行

われ、明日からは少しは走りやすくなるようです。交差点改良工事、エアコン工事など、さまざまな動きがあり、来校される方々にはご迷惑おかけしていると

ころですが、少しずつでも「完成」が見えてくると、嬉しさ、楽しみが膨らんでくるような気がします。（まだ少し気が早いのかもしれませんが） 

 今日は時間が無くて、３つの学年だけを回りました。２年生はパソコンルームでの学習。パソコンの操作に慣れることをねらった学習です。滑らかに捜査し

ている様子に、改めて「イマドキの子どもたちだな」と感じさせられました。３年生は担任がお休みしていたので、ドリルなどの学習。席替えをしたようです

が、今度の座席でもしっかりとがんばってほしいですね。４年生は、教科書の問題に取り組み、終わり次第プリント…といった感じでした。「あまり簡単だと

つまらない。」と話す子がいて、頼もしかったです。５年生は、テストの時間でした。落ち着いてしっかりと取り組んでいて立派だと感じました。 

   

 

1/29 残念な雨でした 

 今日は朝から雨。3年生は地域のワカメ工場に見学に行く予定でしたが、大船渡市に暴風警報（陸上は注意報）が発表されたということもあり、見学は中止

することにしました。見学を楽しみにしていた子どもたちで、用具等の準備もしっかりとしていたようなのでかなりかわいそうな気もしたのですが、出発時の
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風雨の状況とその後の予報を見ての苦渋の決断であったことをご理解願えればと思います。見学そのものについては実施はできなくなりましたが、工場の方か

らは来月 4日に行うワカメ学習のまとめのときに、今日見学する予定であった資料の一部を持って来ていただけるというありがたい申し出もいただきました。

その日を楽しみに待ちたいと思います。 

 今後の風雨の状況が悪化するようなら下校時の特別な対応も行うところですが、現在（お昼時間）のところ、「通常通り下校（ただし、子どもたちへの安全

指導はしっかりと行います）」と考えています。もし子どもたちを迎えに来校される方は、子どもたち等への安全に十分に留意し、「最徐行＆ゆずり合いの運

転」で、よろしくお願いいたします。 

◇今日の学習の様子 

☆１年「図工 びっくり箱のようなものを作るのでしょうか。楽しそうに、箱の飾りつけをしていました。」 ☆2年「九九を職員室の先生方に聞いていただ

いたり、明後日のなわとび大会の練習をしたりしました。」 ☆４年「学級活動での話し合いを終え、隙間時間にドリルをがんばりました。」 ☆６年「理科 

モーターを回すのにはどうすればよいか、試行錯誤をしていました。楽しそうでした。」 ☆ボランティア委員会「書損じはがきをユネスコ協会に渡しまし

た。ご協力ありがとうございました。」 

   

 

1/27 やはり学校はいいですね 

 先週は水曜からずっと他用務のため不在だったので、久しぶりの学校です。朝、子どもたちと交わす挨拶、当たり前のようにしっかりと学習する子どもたち

…。改めて感じます、「やはり学校はいいですね。」 

※先週に比べると若干欠席者は増えてきているようです。インフルエンザ罹患者はゼロになりましたが、発熱や胃腸炎など、まだまだ油断はできないようで

す。各ご家庭での予防の徹底をお願いいたします。 

※学校下交差点付近の片側通行の状態が解消され、元通り対面交通になったので、明日２８日から、細浦方面の子どもたちの登下校の仕方を元通り（体育館裏

の細い道を通らずにふだんどおり校門を通るようにするルート）にします。また工事の状況が変わるような場合には再度連絡いたします。 

◇今日の学習の様子 

☆1年「算数 ５０＋６のような計算を考えました。少しずつ 2年生になるための『心の準備』ができてきた子が見られるようです。」 ☆2年「体育 なわ

とび大会に向けての練習をしました。本番でも元気いっぱいに跳ばせたいですね。」 ☆3年「国語 辞書で調べて、ことわざのカルタ遊びをしました。辞書

の引き方、上手になったかな…。」 ☆4年「社会 都道府県テストを行っていました。すっかりと覚えられた子もちらほらいるようです。」 ☆5年「算数 

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post7.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7591.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7609.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7610.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7612.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7614.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7616.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7618.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7619.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7621.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7594.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7603.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7596.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7599.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7585.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7606.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7607.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN7590.jpg


割合の学習です。5年生の学習で子どもたちが難しさを感じる定番となっているところです。がんばってください。」 ☆6年「社会 日本国憲法について学習

しています。これから社会へと目を広げていく土台となる大切な学習ですね。」 

     

 

1/22 地域の方々のおかげです 

 気になる学校交差点下の工事の状況ですが、「細浦方面の子どもたちは、現在の対面通行の状況が解消されるまでは体育館裏を通行する」としているところ

です。昨日ほどの混乱は見られなかったようですが、諸方面（碁石・平・小河原）から細浦方面に向かう車で工事用信号が赤なのに進行する場合があって、ヒ

ヤッとする場面もありました。信号の順守をよろしくお願いします…。早く工事が終わって、元通り、細浦方面の子どもたちの元気の良い挨拶の声を聞きたい

ものだと感じました。 

 昨日は、合唱指導でお世話になった方をお招きして、4年生がトン汁パーティーをしました。その場でいきなり「合唱のプレゼント」を要求されたようです

が、きれいな歌声を届けることができたということです。地域の方からいただいた椿油でまろやかな味わいになったそうで、大変ありがたく感じています。冒

頭に書いた交通安全のことも同様なのですが、地域の方々の善意によって学校の教育活動や子どもたち・教職員は支えられています。毎日のことなのですが、

このことを「当たり前のこと」と勘違いせずに、感謝の気持ちをもって受け止め、しっかりと子どもたちを育てていきたいものだと考えています。本当にあり

がとうございます。 
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◎今日の学習の様子 

 3学期になって、２学期のときよりかなり落ち着いて学習に臨んでいるように感じられます�。成長の証ですね。とても嬉しいです😊  昨日からなわとび

練習も始まりました。（中休み時間に縦割り班ごとに長なわ練習） 
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※今日の午後から明後日まで出張のため不在です。週明けにまた子どもたちの元気な顔に会えることを楽しみにしています。（インフルや溶連菌が治っている

といいなぁ・・・） 

 

1/21 椿油を使って 

※ 学校下交差点の信号が撤去され、工事用信号は片側交互通行仕様になっているようです。（一方が青のとき、対面から来る方は赤のように）  特に平や

小河原方面から来る車は、交差点前で一時停止を行い、最徐行をしながら進行する必要があるようです。（信号が無い普通の交差点をイメージすると良いと思

います。） 

 一番心配なのは子どもたちの登下校（特に細浦方面から来る子どもたち）ですが、この子どもたちについては当面の間、体育館裏の道路を通行するように指

導しました。原則校地内への車の乗り入れはご遠慮いただいているところですが、もし校地内を通行する場合には子どもたちを守る運転を絶対お願いします。

（工事の状況が変わり次第、その時々で安全と思われる措置をとっていきます。） 

☆ 今日も勉強はいつも通りがんばっていました。4年生の調理実習は、郷土学習（椿に関する学習）のまとめとして、椿油を使ったトン汁作りでした。使用

した椿油は、地域の方に口をきいていただいて、震災時の支援活動からずっと当地域とつながりのある方にお願いしました。大変高価な油をたくさんいただ

き、ありがたかったです。午前中に調理をして、午後には合唱指導でお世話してくださった地域の方をお招きしていただくということです。私は他用務のた

め、会食を見ることができないのが残念ですが、子どもたちの心のこもったトン汁でみんなが笑顔になる様子が目に浮かぶようです。（写真については、他の

職員にお願いはしました。後日、このブログにも掲載したいと思います。） 
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1/20 暖かい日ですね！ 

 今朝は少し雨が降り、その後の虹（すぐ消えてしまいましたが…）がきれいでした。雪が少ないのは運転には大変ありがたいのですが、あまりにも降らない

ので、夏の雪不足が大変心配されます。 

 今日から、学習も普通に始まりました。それぞれの学年でしっかりとまとめに取り組んでいけるとよいですね。インフルエンザの子が出ました。早く治るこ

とを願っています。ただ、インフルエンザの場合は、発症日（医師にインフルエンザと診断された日）の翌日からカウントして５日間、解熱後も３日間は出席

停止になりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。（蔓延だけは何としても防がなければならないので） 

◇今日の学習の様子 

☆１年「体育 長なわの練習です。入るタイミングがなかなか難しいけど、一生懸命練習していました。」 ☆２年「算数 プリントをして、その間違い直し

などをしていました。九九はしっかり覚えているかな？３学期中に１００%覚えさせたいものです。」 ☆３年「総合 冬休みの作品発表会をしていました。

『すご～い！』と素直に歓声を上げるところが微笑ましいですね。」 ☆４年「算数 小数×整数の学習です。計算そのものも大事ですが、今日のように原理を

学習することも重要です。しっかりと考えていました。」 ☆５年「社会 都道府県の特徴が書かれたカードでカルタをしていました。子どもたちが大好きな

活動です。」 ☆６年「総合 ２学期中で完成させた紙芝居をもって、今度は『表現（読み聞かせ）』の練習です。恥ずかしがらずにがんばりましょう

ね。！」 
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1/17 第３学期始業式 

 ３学期が始まりました。体調不良でお休みや早退をした子もいましたが、これまでと同様に元気な顔を見せてくれ、嬉しく思いました。 

 始業式では、「健康」と「まとめの勉強」をがんばることを呼びかけました。家庭・地域と学校の連携の下、取り組んでいくことが大切です。どうぞよろし

くお願いいたします。また、作文発表では、代表の子どもたちが冬休み中の思い出や３学期に向けた決意などを話してくれました。しっかりと目標をもって新

学期に臨んでいる姿が頼もしく感じられました。その他にも嬉しいお知らせが一つ。５年生に盛岡から転入児童があったことです。（３年生まで本校に在籍し

ていたので、よく知っている子もいるようです。）これで、全校で１４３名になります。一緒に勉強や運動をがんばっていきましょう。よろしくお願いしま

す。 
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 教室での様子を見ると、久しぶりの学校ということもあって、テンションが高めの子、まだ少し眠そうに感じられる子など、様々でした。 
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