
12 月 24 日 明日から冬休み 

 今日は 2 学期の終業式でした。子どもたちは、今日も（全校での集会のときはいつでも）時間前に静かに並び、立派な態度

で式に臨みました。昨日は、ジュリアン先生とのお別れ会（感謝の会）がありました。今まで一人一人に優しく丁寧に教えて

くれたジュリアン先生。本当にありがとうございました。  

 

 

 今週の子どもたちの様子です。明日から 23 日間の冬休みに入ります。3学期、また元気に会いましょうね‼   
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2021年 12月 24日 

12 月 17 日 冬休みまであと１週間 

 いよいよ来週の金曜日は 2 学期の終業式。子どもたちは、2 学期のまとめや冬休みのくらしの計画づくりに取り組んでいま

す。 

 さて、今日は、3 年生で食育の授業がありました。栄養教諭の菅原先生から「おやつの食べ方」について教えてもらいまし

た。「食べる時間」「食べる量」「食べる中身」を意識したおやつを班ごとに考えました。めやすの 200 キロカロリーはあっ

という間。私も気を付けます‼ 
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 今週の子どもたち。12月 14日は音楽朝会でした。マスクで口は隠れていても、目や姿勢から一生懸命さが伝わってきま

す。子どもたち、がんばっています。   

 

2021年 12月 17日 
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12 月 10 日 9 年間のご支援、本当にありがとうございます 

 今年も、たくさんのさつまいもとお花が届きました。どちらも震災後、毎年続けて届けてくださっています。さつまいも

は、石川県金沢市立木曳野小学校の全校のみなさんが育ててくれました。みんなでお家に持って帰って、スイートポテトやケ

ーキ、天ぷらや大学いも、お味噌汁などを作り、とってもおいしくいただきました。 

 お花は、千葉県の清水聡様が毎年贈ってくださっています。今年は、ビオラにパンジー、葉牡丹が２００鉢届きました。各

学年で植えているところです。おかげで花壇がぱっと明るくなりました。清水様、そして、木曳野小学校のみなさん、心のこ

もったプレゼントを本当にありがとうございました。 

 

 

 今週の子どもたちの様子です。タブレットやロボットのペッパー君など、使いこなしている子どもたちにびっくりです。授

業では、電子黒板が大活躍です。   
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2021年 12月 10日 

12 月 3 日 5・6 年生「詩吟」の練習 

 

 30年以上の伝統がある末崎小の詩吟の取組。毎年お世話になっている碁石吟詠会会長の武田隆様、前会長の菊池平八郎様、

事務局長の村上征一様のご指導のもと、今年度は 4 回の練習に励みました。コロナ禍で、お腹から大きな声を出すことは難し

かったのですが、子どもたちは「偶成」と「春暁」の節をしっかりととらえ、美しい声を体育館に響かせました。 
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 今日、4 年生から詩の発表会に招待され、子どもたちと一緒に発表を聞きました。どの子も様々な工夫があり、発表会はと

ても盛り上がりました。特にも作者名の工夫はさすが。4人の作品を紹介します。   

 

 

 今週は大掃除週間。たてわり班ごとに校舎をピカピカに磨いています。子どもたちは、班長の 6年生の指示をよく聞いて、

一生懸命働いています。がんばって磨いた後の子どもたちの笑顔もピカピカでした。  
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2021年 12月 03日 

11 月 26 日 今日は参観日 

 今日の２校時～4 校時は、授業参観がありました。密を避けるため、地区毎に時間を指定しての参観となりました。保護者

の皆様には、お忙しい中参観いただき、ありがとうございました。子どもたちは、どの時間も集中しながら楽しそうに授業に

臨んでいました。今日は、参観日と合わせて評議員会も行われ、評議員の皆様からは参観後、子どもたちの成長や集中力、み

んなで助け合って高まっていこうという学級経営等、多くのお褒めの言葉をいただきました。築 50 年近い校舎がピカピカ

で、子どもたちの毎日の掃除についても褒めていただきました。 
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 今週は、4年生の椿学習（搾油・ゆべし作り）や 6年生の認知症講座など、多くの貴重な体験ができました。 

 

 

2021年 11月 26日 

11 月 19 日 感謝の会がありました 

 

 毎年 11 月は、お世話になっている方々に感謝のお手紙を書いたり、感謝の会にお呼びしてお礼を伝えたりしています。11

月 16 日（火）には、毎日、交通安全でお世話になっている方々をお迎えし、全校で感謝の気持ちを伝える「感謝の会」を行

いました。1年生から一人一人に「ありがとうカード」のプレゼントと、全校で合唱曲「にじ」を贈りました。これからも子

どもたちの見守りをどうぞよろしくお願いいたします。  
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 校内マラソン大会が終わり、次の体力づくりは「なわとび」です。子どもたちは、1 月 28日のなわとび大会に向けて、積極

的に練習に励んでいます。中休みは、曜日交代でたてわり班で長なわ練習をしています。高学年が低学年をやさしく支える場

面が多く見られ、とても良い雰囲気です。跳ぶ回数も日に日にどんどん増えてきました。1 月の大会には、2 年ぶりにお家の

方々を招待したいと思っています。  

 

2021年 11月 19日 

11 月 12 日 素晴らしい活躍「校内マラソン大会」「学習発表会」 

 

 ブログ、大変お待たせしました。今日からまたよろしくお願いいたします。 

 11月 4 日（木）青空が広がる中、校内マラソン大会が行われました。子どもたちは自分の目標に向かって、ゴールめざして

走り切りました。当日は、たくさんの保護者の皆様にお越しいただき、本当にありがとうございました。  
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 10月 23 日（土）には学習発表会が行われました。学年の発表毎にお家の方々の入替を行うなど例年とは違う形となりまし

たが、2年ぶりの発表会のステージでは、146名全員、どの子もみんな輝いていました。写真から少しでも子どもたちの輝き

が伝わると嬉しく思います。お家の方々には、率先して学習発表会後の片付けをしていただき、ありがとうございました。 

 1年生：音読劇「くじらぐも」、2 年生：音読劇「お手紙」、3・4 年生：合唱「にじ」「大切なもの」、5 年生：英語劇

「水戸黄門」、6年生：劇「やさしい鬼吉」  
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2021年 11月 12日 

8 月 18 日 2 学期スタート！！ 

 今日から２学期がスタートし、子どもたちの笑顔が学校に戻って来ました。 
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 さて、朝日子ブログですが、メンテナンスのために 1 ヶ月ほどお休みいたします。しばらくお待ちください。  

 

2021年 08月 18日 

 


