
４月７日（水） 入学式

来賓をお招きし、令和３年度久慈湊小学校入学式を

挙行しました。

歌や来賓の挨拶を省略するなどコロナウイルス感染

拡大防止対策を講じての式でしたが、新入生は元気い

っぱい。1年生としてのスタートを切ることができま
した。

4 月 13 日（火） 1 年生を迎える会

児童会執行部の主催で、「１年生を迎える会」

が行われました。

２～６年生からは、「鬼ごっこなどをして一緒

に遊びましょう。」「分からないことがあったら、

何でも聞いてください。私たちが助けます。」な

どの発表がありました。それに応えるように、

「よろしくおねがいします。」と、1年生からは
元気なかわいいあいさつがありました。

リード合奏団も入退場で演奏し、明るい雰囲

気の中で 1年生を迎える会を行うことができま
した。

４月１７日（土） 授業参観・PTA 総会

窓を開けて換気を十分行い、参観者も密になら

ないように入れ替えをしたり、距離を取ったりす

るなど感染症予防を十分に行いながら、授業参観

と PTA総会を行いました。
授業参観では、子どもたちがいきいきと活動し

ている様子を見ることができ、保護者の皆さんの

笑顔が広がる参観となりました。



4 月２１日（水） 交通安全教室

交通指導員の皆さんをお迎えして、交通安全教室を

行いました。

１・２年生は、学校から国道に出て、実際に気を

つけることを教えられながら、横断歩道や踏切を渡

る訓練をしました。

３年生以上は、校庭で実際に自転車の技能訓練を

行いました。

子どもたちが安全で事故のない生活を送って欲しい

と思います。



５月２４日（月） 運動会

1 学期最大の一大イベントである久慈湊小大運動

会が行われました。雨天により２日間の延期はあり

ましたが、子どもたちは元気いっぱいに競技・演技

に臨みました。

応援合戦から始まり、徒競走、学団チャンス

レース、紅白対抗リレーと、どの競技にも一生懸命

に頑張る子どもたちの姿に感動をもらいました。ま

た、低学年のダンス「ジャンボリミッキー」や湊小

学校伝統の表現活動である中学年「南中ソーラン」、

高学年「よさこいソーラン」も、見ごたえのある出

来栄えで、見ている人を楽しませてくれました。

スローガン「全力で みんなきらめく 湊っ子」の

通り、だれもがきらめいた運動会でした。



５月２６日（水） 地震・津波避難訓練

今年度 2回目の避難訓練を行いました。今回
は、「地震・津波」を想定し、避難場所から各家

庭に引き渡すまでの訓練でした。

1次避難所（ファミマ裏）から避難路を走り、
２次避難所（中塚さん宅）に避難。さらに山道

を抜け、海抜３３ｍの福祉の村まで避難しまし

た。

避難後はメールで家庭連絡を行い、引き渡し

訓練も行いました。

地震や津波は突然起こることが多く、予測が

困難です。有事の際には確実に避難できるよう

に取り組んでいます。



６月７日（月） くろしお農園スタート

今年度の農業体験がスタートしました。1年生
から６年生の全学年が、学校園「くろしお農園」

にそれぞれの学年で選んだ作物の苗を植えまし

た。今年もボランティアの中塚義弘さん、野場

まさ子さんにご指導いただいています。（1年）
さつまいも、ミニトマト（2年）さつまいも、き
ゅうり（3年）ピーマン、じゃがいも（4年）へ
ちま、ズッキーニ（5年）さつまいも、ピーマン
（6年）えだまめ、かぼちゃ
今年度は、「農業体験を通じた立ち直り支援活

動」事業の一環として、久慈地区少年警察ボラ

ンティア協会や久慈警察署職員のご支援・ご協

力もいただいており、7月 20日には、農園の看
板設置式を行いました。



８月１８日（水） 【２学期始業式】

いよいよ２学期がスタートしました。

校長先生から、2学期は心身ともに充実する学
期であること、たくさん努力をし、貯金をして

自分を高めてほしいことなどを話されました。

次に各学年から一人ずつ、夏休みの思い出が

発表されました。家族やいとこと花火をやった

ことなど、楽しかった夏休みの様子ががうかが

われました。

８月３０日（月）

【パラリンピックリトアニア応援】

昼休み～５時間目にかけて、４～６年生が体

育館でリトアニア VSアメリカ合衆国の男子ゴ

ールボールの試合をオンラインで応援しまし

た。リトアニアは琥珀が縁での久慈市の姉妹都

市です。ハーフタイムや試合後には、４年生の

子供たちが試合を見た感想を発表しました。目

が見えないのに見えているかのようにボールを

転がしたり、はじいたボールを取りに行ったり

する様子に、 する選手の様子に子どもたちはおどろいていま

した。試合は見事リトアニアチームの勝利。子

どもたちの応援が選手に届いたようでした。子

どもたちは日をあらためて選手とオンラインで

交流会を行う予定です。



９月９日（木）

出発式 【修学旅行１日目】

震災学習列車

岩山パークランド

手づくり村（竹細工コース）

６年生 27名は、２日間の日程で修学旅行に出発
しました。

出発式では校長先生から、「協力・参加・向上」の

３つの合言葉を大切に、楽しんできましょうという

旨の話がありました。

はじめに子どもたちは久慈駅から三鉄震災学習列

車に乗車し、東日本大震災の話をガイドである久慈

駅、畑田駅長さんから聞き、震災時の様子を学びま

した。

田野畑駅で下車した子どもたちは、バスに乗車し、

国道 106号を盛岡まで進み、目指す岩山パークラン
ドに向かいました。

予定通り 12：35に岩山パークランドに到着。先
にお昼を食べ、集合写真を撮り、待ってましたとば

かりに子どもたちは遊具で思い思いに楽しみまし

た。

１時間 30分たっぷりと遊んだ子どもたちは、初
日最後の活動の地である盛岡手づくり村に向かいま

した。

（絵付けコース）（馬ココース）（機織りコース）

（竹細工コース）に分かれ、体験活動を行いました。

初めての体験でしたが、子どもたちは真剣に作品

作りに取り組み、オリジナルの作品を作り上げまし

た。

１日目の活動をすべて予定通りに終了し、本日の

宿、花巻温泉ホテル紅葉館に宿泊しました。



９月 10 日（金）

平泉・中尊寺 【修学旅行２日目】

えさし藤原の里

道の駅たろう（防災学習）

帰校式

ホテル紅葉館を定時に出発し、2日目最初の目的
地である中尊寺に向かいました。

奥州藤原氏の浄土思想に基づく平泉文化。清衡に

よって建立された中尊寺。子どもたちはガイドさん

の説明を聞き、壮大な歴史の一端に触れることがで

きました。

見学後、買い物タイムとなり、子どもたちはお土

産を買い、えさし藤原の里へと向かいました。

えさし藤原の里に到着しました。ここは、大河ド

ラマ「炎立つ」のロケ地として有名なテーマパーク

です。

子どもたちは、奥州藤原氏の時代を再現したテー

マパークを時間の許す限り見学しました。

道の駅たろうに到着しました。２０１１年３月

１１日の東日本大震災で多くの犠牲者と壊滅的な

被害を受けた田老の町について、ガイドさんの話を

聞きました。震災遺構である「たろう観光ホテル」

も見学し、子どもたちは津波の恐ろしさを感じてい

ました。

18：00、２日間の全行程を終了し無事帰校しま
した。

校長先生からは、一人一人が気付き、考え、行動

することを意識して行動していた。大変立派な、そ

して有意義な修学旅行だったということ、担任から

は家族に２日間のことを話して聞かせてほしいこ

とや、この２日間で学んだことを今後の学校生活に

活かしてほしいことが話されました。





１０月１６日（土）

1年 劇：「手ぶくろ」

２年 劇：「ぼくらはみんな 友だちさ！」

＾

３年 劇：「ないた 赤おに」

学習発表会

本年度の学習発表会も昨年に引き続き参観者を各家

庭２名に制限し、学年の発表ごとに参観者の入れ替え

を行い、予定通りの日程で行うことができました。

子どもたちは、「感動よ届け ～心を一つに みんな

が主役～」のテーマのもと、日常の学習の成果を生か

し、力を合わせて一つのステージを作り上げました。

練習通り本番でも発表できた子がいる一方で、緊張し

てセルフが出なかったり、うまく演じられなかったり

した子どももいましたが、子どもたちの一生懸命な姿

に感動を覚えました。

また保護者の皆様からは、感染予防対策を十分にと

って開催したこと、子どもたちの成長の一端を見るこ

とができたこと、指導した担任への感謝のメッセージ

など、多くの感想をいただきました。

１年「手ぶくろ」

絵本でおなじみのウクライナ民話。２９人の息の合

ったセリフや歌、ダンスと元気いっぱいの劇でした。

２年「ぼくらはみんな 友だちさ！」

生活科の学習で行った農業体験を題材としたオリジ

ナルの脚本。一人一人が力を合わせ「そろえる」こと

も意識して頑張った劇でした。

３年「ないた 赤おに」

赤おにと青おにのかかわりから「本当の友達とは何

か」を考えさせる発表でした。自分たちで演技の動き

を考えながら演じる様子が伝わってきました。



リード合奏団 合奏：「宿命」「アイデア」

４年 合奏・合唱「輝け！キラキラコンサー

ト」

５年 劇：「まぬけ村物語」

６年 劇：「おかあさんの木」

リード合奏団

４・５・６年生２９人で週３回の練習の成果を発揮

した演奏でした。軽快で爽やかな演奏を披露してくれ

ました。

4年「輝け！キラキラコンサート」
市内音楽発表会で披露する「この星に生まれて」と

「船で行こう」の 2曲の他に、授業で習った数曲を歌
や楽器で演奏しました。

５年「まぬけ村物語」

間抜けなふりをして、無理難題を言う強欲な殿様と

役人を出し抜く若者を、元気な５年生が生き生きと演

じました。当たり役の多い５年生でした。

６年「おかあさんの木」

５人の息子を次々に兵隊にとられてしまう母親のつ

らさを中心に、母と息子、その他わき役が見事に演じ

ました。平和の尊さを改めて感じさせられた劇でした。



１０月２１日（木）２２日（金）

出発式

ウォークラリー

野外炊事

【グリーンキャンプ】

5年生の一大イベントグリーンキャンプ。５年
生２８名、２日間の日程で県北青少年の家で実

施しました。

（１日目）

青少年の家に到着し、入所式（出会いのつど

い）を終えた後、ウォークラリーが始まりまし

た。

ショートコースと言われていたのですが、問

題が意外と難しく、コースが長く、アップダウ

ンもきつくて当初の終了時刻を大幅にオーバー

してしまいました。雨も降ってきて寒かったの

ですが、それでも子どもたちは全ての班がゴー

ルにたどりつきました。

野外炊事では、班ごとにご飯とカレーを作り

ました。ご飯をたくのが難しくおかゆになった

班や、カレーの水加減が多くスープになった班

がありましたが、初めてかまどで炊いたご飯や

カレーが思いのほかおいしくて、子どもたちは

何杯もお代わりをしていました。



キャンプファイヤー

創作活動

帰校式

野外活動最大のイベントが始まりました。直

前まで雨が降り続き、キャンドルサービスにし

ようかと考えていた時、開始３０前に雨が上が

り、予定通りキャンプファイヤーを行いました。

班ごとの出し物や、マイムマイムなど、子ど

もたちは大盛り上がり。寒い中ではありました

が、思い出に残る時間となりました。

（２日目）

２日目は創作活動に取り組みました。

杉板を焼いたものにイラストを描き色を付

け、自分の名前を入れて思い思いの作品に仕上

げていました。

グリーンキャンプの全行程を終え、子どもた

ちは無事湊小に帰ってきました。１泊２日では

ありましたが、仲間と共に過ごした時間が子ど

もたちにとってかけがえのないものになりまし

た。どの子も充実した表情でした。



１１月５日（金） ランランフェスティバル

３・４時間目にランランフェスティバルが行

われました。１・２年は３分間、３・４年は４

分間、５・６年は５分間。校庭のトラックを周

回するコースを、学年ごとに決められた時間内

走りました。

子どもたちは何週走るか目標を決め業間時間

に走ったり、休み時間も自主的に走ったりして、

練習を重ねてきました。

本番では、保護者の声援を受けながら、決め

られた時間を全力で走りきることができまし

た。自分の目標を達成できた子が多く、「もっと

長い距離を走れるようになりたい」という今後

の意気込みも見られました。



１２月２４日（金） 終業式

１２月２４日（金）、２学期終業式を行い

ました。

始めに校長先生が冬休みぜひ行ってほし

いこととして、「お手伝い」を頑張ってほし

いこと、交通事故に気を付けることの２つ

について話しました。

続いて１年生～６年生の各学年の代表

が、２学期に頑張ったことや冬休み楽しみ

にしていることを発表しました。行事が目

白押しでしたが、子どもたちは、大きなケ

ガや事故もなく無事２学期を終えることが

できました。


