
7 月 21 日 明日から夏休みです 

 7月 20 日（火）は、昨年からお世話になっているＡＬＴのダネヒ先生のお別れ（感謝の）会がありました。とても分かりや

すく、楽しく外国語を教えてくれたダネヒ先生。休み時間も一緒に遊んでくれた心優しいダネヒ先生。今までありがとうござ

いました。  

 

 

 7月 16 日（金）、第１回学校評議員会がありました。３名の評議員の皆様は、子どもたちが一生懸命に学習に取り組む様子

を笑顔で参観されていました。この１学期間、子どもたちは多くの方々に支えられながら、元気に学校生活を送ることができ

ました。ありがとうございました。いよいよ明日から夏休みです。安全で楽しい夏休みを過ごし、２学期、元気に会えること

を楽しみにしています。※ブログも、始業式までお休みです。  
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2021年 07月 21日 

7 月 16 日 防犯教室がありました 

 ７月１２日（月）に４～６年生の防犯教室が、１４日（水）には１～３年生の防犯教室が行われました。低学年の防犯教室

では、大船渡警察署の方がみえられ、防犯標語の「いかのおすし」や自分で身を守る方法などを教えてもらいました。不審者

退治には「ケセンジャー」が登場。子どもたちは、目を輝かせながら防犯についてしっかり学ぶことができました。高学年で

は、NTT ドコモの佐々木久美子様からスマホや携帯の安全な使い方について、とても分かりやすく教えてもらいました。子ど

もたちは、これから安全に正しく使うことを確認しました。 
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 千葉県に住む清水聡様から今年も素敵なお花が届きました。ニチニチソウとベゴニアです。全員で各学年の花壇に植えまし

た。清水様からのお花の支援は９年目になります。ずっと子どもたちのことを想ってくださり、本当にありがとうございま

す。末崎町の「中尊寺ハス」も見頃を迎えています。平泉の中尊寺から株分けしていただいた約８００年前の「古代ハス」の

花は本当に美しいです。   
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2021年 07月 16日 

7 月 9 日 夏休みまであと少し 

 7月 7日（水）の昼休み、地区子ども会がありました。夏休みのきまりや地区行事について地区リーダーを中心に話し合い

ました。どの地区も自分たちで進めることができていました。頼もしい子どもたちです。 

 

  

 学校では、1 学期のまとめに向けて、どの学年も皆がんばっています。雨の日が多く、プールに入れない日が続いていま

す。来週は、晴れの日が一日でも多くありますように・・・。   
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2021年 07月 09日 

7 月 2 日 水泳学習が始まりました 

 今年の初泳ぎは 6月 28日（月）。梅雨に入り、雨の日も多くなってきましたが、28 日や 30 日はとてもいい天気で、プー

ルでの学習に元気いっぱい楽しく取り組んでいました。学校のプールが初めての 1 年生も、小プールでおもいきり水遊びを楽

しんでいました。 

 

  

 今日の午後は「教育懇談会」がありました。大船渡市の教育長様や教育委員様、沿岸南部教育事務所長様など多くの方々が

子どもたちの授業を参観しました。参観後の感想では「子どもたちの、話を聴く姿勢が素晴しい。」「先生方が一人一人の発

言を大切にして丁寧に授業を進めていた。」「発問や指示が明快で聞きやすい。子どもたちも生き生きしていた。」「環境整

備が行き届いていた。とてもきれいに校舎を使っている。」など、たくさんのうれしい感想を話していただきました。これか

らも、子どもたちのために職員一同、一丸となってがんばります。  
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2021年 07月 02日 

6 月 29 日 ブログ、修理しています 

 昨日、更新しようとしたブログが動かなくなってしまいました。修学旅行のブログは、修理後の 7月 1日になりそうです。

お待たせしてすみません。  

2021年 06月 29日 

6 月 28 日 思い出いっぱい 最高の修学旅行 

 6月 24 日（木）・25 日（金）、6 年生 25 名は平泉・盛岡方面へ 1泊 2日の修学旅行に行って来ました。天気も味方して

くれ、2日目は快晴の中、動物公園や遊園地でおもいきり楽しみました。この 2日間、バスガイドさんからは「みんな仲が良

く、挨拶も自然にできていて素晴らしい。」と話していただき、ホテルの方や添乗員さんからもたくさんのお褒めの言葉をい

ただきました。周りの人に進んで挨拶をしていた 6 年生。「ありがとう」の言葉がたくさん交わされ、相手を思いやる優しい

言動にあふれていた 6年生。どの見学場所でもきまりや時間をしっかり守っていた 6年生。私も、みなさんのおかげでとても

楽しい 2日間を過ごすことができました。みなさん「ありがとう！！」  
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2021年 06月 28日 

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/195.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/203.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/216.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/224.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/235.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/245.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/255.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/265.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/274.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/283.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/293.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/302.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/316.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/322.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/332.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/342.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/362.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/372.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/381.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/392.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/40.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/416.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/422.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/432.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/442.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/451.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/462.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/472.jpg


次回のブログは 6 月 28 日（月）になります 

 今週は修学旅行のため、次回は 6月 28 日（月）に修学旅行特集を掲載する予定です。 

2021年 06月 22日 

6 月 18 日 5 年生宿泊研修（その 2） 

 先週に引き続き、5年生の宿泊研修の様子を紹介します。みんなで作ったカレーライスは大成功‼迷いながらもなんとかゴ

ールにたどり着いたウォークラリー。一番人気は沢登り。たくさんの楽しい思い出ができました。陸中海岸青少年の家の皆

様、2 日間ありがとうございました。  
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 6月 16 日（水）、3～6年生の交通安全教室が行われました。自転車の安全な乗り方について、毎朝お世話になっている駐

在所長さんや交通指導員さん方に教えていただきました。自転車に乗るときも、歩くときも「見る 待つ 止まる」を意識

し、これからも安全運転に努めます。  
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2021年 06月 18日 

6 月 11 日 5 年生宿泊研修（その１） 

 6月 10 日（木）、青空の下、5年生 20人が宿泊研修に出発しました。場所は、山田町陸中海岸青少年の家。朝、たくさん

の子どもたちやお家の方々の見送りの中、元気に出発。1日目は野外炊事でカレーライスづくり。その後はウォークラリー。

夜はキャンプファイアーを行いました。私もキャンプファイアーに参加して「むかえ火の集い」や出し物・踊りなど、楽しい

時間を一緒に過ごしてきました。出し物は、班ごとに「兄弟クイズ」「オリンピッククイズ」「なぞなぞ」「怖い話」。夜の

出し物の定番「怖い話」はいつの間にか「面白い話」に変わり、最後は笑い声と笑顔に包まれました。カレーライスも大成

功。そして、今日、1泊 2日の研修を終えた 20人が元気に帰ってきました。みんな仲が良く協力し合ってがんばっていた 5

年生。次週は、宿泊研修その２（野外炊事・ウォークラリー・沢登りの様子）をお伝えします。  

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post48.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210616_093620.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210616_094625.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210616_095152.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210616_110626.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210616_110854.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210616_100407.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210616_105151.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210616_105317.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210616_105652.jpg


 

   

 6月 7日（月）、3年生の算数の研究授業がありました。子どもたちは、どの子も意欲にあふれ、ペアやグループで力を合

わせて問題をどんどん解いていきました。参観された市教委の佐藤広一先生も「子どもたちの学習に取り組む姿勢や発表力が

すばらしい。」とたくさんお褒めの言葉をいただきました。    
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2021年 06月 11日 

6 月 4 日 よく働く子どもたちです 

 6月 3日（木）はプール掃除の日。3～6 年生が 2～5 時間目まで分かれて掃除を行いました。みんな、とてもよく働きま

す。3 年生はプール回り、4 年生は小プール、５・6年生は大プールを中心に掃除をしました。生活科の学習から戻って来た 2

年生が、プール掃除をしていたお兄さんお姉さんに「ありがとうございます！！」と大きな声でお礼を言っていて、とてもう

れしくなりました。  

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post47.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210607_092440.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210607_093341.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210607_093429.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210607_093503.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/20210607_095847.jpg


 

 

 6月 1日（火）は、児童会執行部による「あいさつ運動」がありました。毎月行っていて、中学生も一緒です。この日は、

児童朝会があり、朝会でも執行部や各委員長、ボランティア委員会が、体育館で子どもたちに進んで「あいさつ運動」をして

います。子どもたちのあいさつの輪を、これからもどんどん広げていきたいです。  
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 この日の昼休みは、全校で「増え鬼」をして遊びました。鬼は児童会執行部と先生たち。「先生も鬼をお願いします。」と

執行部が企画した「増え鬼」はとても盛り上がり、閉会式では自然と拍手が起こりました。次の全校遊びも楽しみです。※鬼

をしていたので、肝心の鬼ごっこの写真がありません・・・。 

 

 

    

2021年 06月 04日 

5 月 28 日 笑顔いっぱい「こいのぼり大運動会」大成功！！ 

 5月 24 日（月）、こいのぼり大運動会が行われました。予定していた土曜日、そして日曜日が雨で月曜日に順延になりまし

たが、平日にもかかわらず、たくさんのお家の方々に朝早くからいらしていただき、準備から後片付けまでご尽力いただきま

した。本当にありがとうございました。おかげ様で子どもたちは 147 名全員、たくさんのこいのぼりが見守る中、元気いっぱ

いに運動会を行うことができました。 

 運動会の写真を整理していて気付いたことがあります。それは、子どもたちが様々な場面で笑顔にあふれていたということ

です。懸命に走っているときにも自然に笑顔がこぼれている写真を見て、改めて、児童会スローガン「深めよう絆を 心をひ

とつに笑顔の運動会」が達成できたと感じています。練習のときから本番まで、147 名力を合わせて取り組むことができ、ま

た一つ、大きく成長しました。地域の皆様、今回はコロナ禍でご招待できませんでしたが、写真から、子どもたちのはつらつ

とした様子がどうぞ伝わりますように。  
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2021年 05月 28日 
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5 月 21 日 いよいよ明日は「こいのぼり大運動会」！ 

 ２年ぶりの５月開催となる「こいのぼり大運動会」が、いよいよ明日行われます。空を見上げながら「明日、雨が上がりま

すように。」と願っているところです。 

 さて、５月１９日（水）は運動会総練習がありました。青空が広がる中、子どもたちは一生懸命、競技に、応援に、係活動

に取り組みました。一人一人のすばやい行動により、予定していた時間よりも早く総練習を終えることができました。運動会

当日は、１４７名が「深めよう絆を 心をひとつに笑顔の運動会」のスローガンめざしてがんばります。応援よろしくお願い

します。 
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 ５月１５日（土）は、末崎中学校の運動会がありました。卒業生の一生懸命な姿は、とても素晴らしく、誇らしく感じまし

た。小学生もがんばります！  
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2021年 05月 21日 

5 月 14 日 こいのぼり大運動会まであと 1 週間 

 今年の運動会スローガンは「深めよう絆を 心をひとつに笑顔の運動会」です。伝統ある表現種目「末小ソーラン」の練習

では、６年生が中心になって４・５年生に丁寧に動きや形を教えています。１・２・３年生の表現練習では、３年生がダンス

の手本を見せています。上級生と下級生の「絆」が練習から強く感じられます。リレーや応援練習も本格的に始まりました。

１４７人「心をひとつに笑顔」で運動会練習に励んでいます。来週は雨の日が多い予報ですが運動会当日は晴れますよう

に・・・。  
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2021年 05月 14日 

5 月 7 日 運動会練習がスタートしました 

 今朝の音楽朝会は、運動会の開会式で歌う「ゴーゴーゴー」を、赤白に分かれて練習しました。歌の他にも礼や手を上げる

タイミングなど、一つ一つの動きも確認しました。みんな、真剣に取り組んだ 1回目の練習、花丸です！！  
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 普段の授業も、どの学年も一生懸命に取り組んでいます。入学して 1ヶ月の 1年生も、とても立派にがんばっています。   
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2021年 05月 07日 

4 月 30 日 たくさんの参観 ありがとうございました 

 4月 24 日（土）、今年度 1 回目の授業参観がありました。各家庭 1名という制限の中でしたが、たくさんの方々にいらし

ていただきました。授業後のＰＴＡ総会は、出席率 90％となり大変うれしくありがたく思っております。コロナ禍を考え、総

会・学年懇談会・専門部会とも時間短縮となりましたが、皆様のおかげで、すべてを 1 時間以内に終えることができました。

ご協力、ありがとうございました。 
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 4月 28 日（水）は、児童会総会が 2年ぶりに行われました。各委員長は今年度の活動計画を堂々と発表していました。ま

た、委員会への質問・意見も活発に出され、3 年生も自分の意見をしっかり発言していてとても頼もしく感じました。今年度

の児童会スローガンは「いじめなし 笑顔満開 １４７」です。毎日、147 名の笑顔の花が咲くように、みんなで力を合わせ

てがんばります！ 

 

  

「校長先生、一緒にサッカーをしましょう。」と休み時間、3 年生の男の子に誘われました。校庭に出ると、いろいろな学年

が一緒になってサッカーをして遊んでいます。男女の別なく、学年の別なく仲良く遊べるところは、末崎小学校の自慢の一つ

です。  

 

  

2021年 04月 30日 

4 月 22 日 楽しかった 1 年生を迎える会 
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 4月 20 日（火）、1 年生を迎える会が体育館で行われました。全員が揃って行うのは 2 年ぶりです。1年生 26名は、6年

生と一緒に花のアーチをくぐって入場。自己紹介では、どの子も元気よく上手に発表することができました。2年生以上は学

年の紹介を行い、6 年生は伝統ある末小ソーランを披露しました。見事な踊りに、1年生もリズムを取りながら見入っていま

した。ゲームの後は、2 年生からアサガオの種、執行部からはボールがプレゼントされました。飾りづくりや装飾など、全員

で取り組んだ手作りの 1 年生を迎える会は大成功でした。児童会執行部の皆さん、準備や運営、ありがとうございました。 
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 毎週火曜日は、ALTのダニヒ先生が来校する日です。昼休み、子どもたちは先生と鬼ごっこをして楽しみました。「ダニヒ

先生、足速い！！」と驚く子どもたち。みんな笑顔がはじけていました。   

 

 

 ※ 明日は出張のため、1日早く更新です。 

  

2021年 04月 22日 

4 月 16 日 令和 3 年度が元気にスタートしました 

 始業式、入学式から 1 週間が過ぎました。全校児童 147名、元気に令和 3年度をスタートしました。4月 8 日（木）の入学

式には、26 名の 1 年生が立派に式に臨みました。先週から始まった給食ももりもり食べ、元気いっぱいの子どもたちです。入

学式の準備や後片付けは、5・6年生のお兄さん、お姉さんが率先して行いました。頼りになる高学年です。2年生以上の子ど

もたちも、新しい先生、新しい教室で一生懸命がんばっています。 
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 4月 12 日（月）には、全校で交通安全を誓う宣誓式と、1・2 年生の交通安全教室がありました。毎日安全を見守ってくだ

さっている方々の前で宣誓をした後、ラウンドアバウトの安全な渡り方を練習しました。子どもたちは真剣に練習に取り組

み、横断歩道を渡るときには「止まる・見る・待つ」、そして、手を高く上げて渡ることを確認しました。  
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2021年 04月 16日 
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