
6/29・30 スポ少野球＆ミニバスケットの大会 

 週末には 2 日間にわたって、スポ少野球やミニバスケットの大会が行われました。結果は、野球が赤崎スポ少に勝利、ミニバスケットは勝利には手が届かな

かったようでしたが、どちらも本当によくがんばりました！ 

 勝利も悔しさも、糧にしていけば、必ず強くなります。結果はそれぞれでしたが、末崎小の子どもたちの凄さ、大きな可能性を感じることができた週末でし

た。 
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修学旅行 2日目その４ 

 科学館見学が終わりました。以前より体を動かすようなコーナーも充実し、時間一杯楽しく活動することができたようです。 

 15 時 50 分に道の駅三滝堂でのトイレ休憩も終え、後は末崎小学校に直行です。渋滞具合にもよりますが、18 時 20 分前後に到着予定です。 

     

 

6/28 家庭科実習ボランティア 

 5 年生の家庭科に、末崎町婦人会から 4 名の達人が来校しました。裁縫の実習で玉結びと玉止めが上手になるようにとお願いしたところ、快く引き受けてく

ださいました。指先の作業に慣れていない 5 年生は四苦八苦しながらも、達人の技をしっかりと見ながら活動していました。本当にありがとうございます。婦

人会の皆様には今後も裁縫ボランティアとして来ていただくことになっております。 

    

  

修学旅行 2日目その３ 

 青葉城址見学が終わりました。バスから降りたときに雨が降り始め傘を指しての活動でしたが、お土産買いまで無事終えることができたようです。あとは、

最後の見学地、科学館です。 
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修学旅行 2日目その２ 

 何とか天気が持ち、強い雨に当たることもなく、ベニーランドを満喫しました。不安な気候ということもあり、同時刻の修学旅行関係のお客さんは、本校と

北小だけというすごく恵まれた状況でした。そのため、待ち時間はほとんどゼロ。大満足でした。 

    

 

修学旅行 2日目その１ 

 夕べの夕食会と今朝の朝食の様子です。疲れていたせいか、どの部屋も寝つきは良かったようです。ただ、夜中や明け方にけっこう物音はしていたようでし

たが。 

 今日は予報を信じて、日程変更をします。最初にベニーランド、次に青葉城址、最後に科学館です。帰り時刻については、今のところ予定通りです。 

 

 

修学旅行 1日目その４ 

ホテルに着きました。明日の雨だけが心配ですが。 

今日１日歩き回ってみんな疲れています。 
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修学旅行 1日目その３ 

 本日最後の見学地、キリンビール工場の見学を終えました。本格的な工場見学をしたことがなかったので、良い経験になったと思います。ホップの匂いを嗅

いだり麦ジュースの試飲をさせていただいたりしました。 

 この後は大変楽しみにしているホテルに向かいます。 

   

 

修学旅行 1日目速報２ 

うみの杜水族館です。お弁当でエネルギーをチャージし、最初にイルカ🐬ショー見学をし、その後買い物&けんがくをしました。どちらかというと、見学より

買い物に力が入っていたようでした。 

   

 

修学旅行 1日目速報その１ 

行きのバスではお絵描きやクイズで楽しみました。五大堂や瑞厳寺見学、自主研修も楽しくできました。 

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post11.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post10.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post9.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2365.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN9336.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN9340.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN9342.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN9344.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2360.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN9267.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN9289.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN9294.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2361.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN9322.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN9324.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2363.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2348.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2350.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2352.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2353.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2355.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2357.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2358.JPG
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN2359.JPG


   

船はけっこう揺れたけど、楽しみにしていた分、大喜びです。 

 

6/26 初泳ぎ＆修学旅行結団式 

 少しではありますが、今日はお日様の力が感じられるような天気…、ということで、待ちに待った水泳の学習。スタートです。３校時には、1 年生～4 年生ま

での子どもたちが、プールに入りましたまだ、水温はそれほど高くないため、「冷た~い！」「気持ちいい～‼」などと悲鳴やら歓声やらをあげながら、子ども

たちは楽しんでいました。水泳用具の洗濯などで、各ご家庭にはお世話になりますが、よろしくお願いします。 
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 明日からの修学旅行に向けて 6 年生が結団式を行いました。仙台・松島方面への 1 泊 2 日の学習です。全員が健康で、楽しく実りの多い修学旅行になること

を願っています。 

※ 修学旅行中の様子は、「速報」という形で、ブログ公開していく予定です。どうぞ、お楽しみに！ 

     

 

6/25 野菜が好きになってほしいですね 

 ２校時に中学校の栄養教諭の先生が来校し、２年担任と一緒に食に関する指導を行いました。テーマは「野菜をもっと食べられるようになろう」です。 

 子どもたちにとって苦手な野菜は少なくないようですが、その栄養やはたらきについて正しく理解することで、偏食の改善につながっていくことを願ってい

ます。（私もがんばります…。） 

     

  

★ その他の学年の様子 

 国語の学習の様子です。グループごとにインタビューをして、考えたことをまとめていきます。 
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 こちらも国語の学習の様子です。「おむすびころりん、すっとんとん。」リズムよく読むことができました。 

     

  

 算数の学習の様子です。徹底的にドリルやプリントの問題に取り組むグループ、先生と一緒に解き方を考えるグループなど、様々です。 

     

  

 こちらも算数の学習の様子です。「次はどんな問題になるかな？」 子どもたちのワクワクする気持ちが感じられました。 

     

  

 もう一つ、算数の学習の様子です。先日の研究授業で見せてくれた立派な姿がそのまま（むしろパワーアップ）でした。嬉しいですね。 

     

あ 

6/24 ちょこっとボランティア、大集合！ 

 毎年、東京に在住する方から、花苗をいただいています。昼休み時間に、ボランティア委員会＋有志の子どもたちで、その花の苗を植えました。（本校で

は、ボランティア委員会の子どもたちが呼びかけて行う活動「ちょこっとボランティア：『ちょこボラ』と呼んでいます。） 

 ３０名以上の子どもたちが集まってくれたので、あっという間に作業を終えることができました。きれいな花が、子どもたちを楽しませてくれそうです。７

月の個別面談時にご覧になってくださいね。 
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 今後本格化する道路新設・拡張等の工事に伴い、新しく遊具が設置されたり撤去されたりしていくことになっています。今日から、砂場の移設工事も始まり

ました。 

  

  

★ 今日の学習の様子 

「生活科 交通安全、信号の渡り方の学習です。」 

     

  

「プリントを直し終えた子は読書の時間。たくさん借りて読んでいる子もいるようです。」 

      

  

「理科の時間。『クモはコンチュウかな？』という話題で盛り上がっていました。単元の学習が終わったあたりには分かりますよ😊。」 

     

  

「交通安全ポスターを下描きしていました。遠近法を意識して、上手でした。」 
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「様々な場を設定して、ボールを使った運動などを楽しんでいました。」 

     

  

「算数ではいつものようにグループごとに…。自信をもってがんばってほしいですね。」 

     

  

「校庭で遊ぶ子どもたち。見ていると、こちらまでワクワクしてきます。」 

 

 

6/22 スポ少バスケ地区予選① 

 住田町下有住で行われたスポ少ミニバスケットの大会に本校の子どもたちが出場したので、応援に行って来ました。 

 昨年度までと（これまでと）同様に、一生懸命練習をしている子どもたちですが、今年度のチームは６年生が少なく、体力的なハンデが大きいチーム事情が

あるところです。残念ながら２試合とも敗れはしましたが、最後の１秒まであきらめずにベストを尽くす子どもたちの姿が大変素晴らしかったです。特に２試

合目は、最後の１分を切った時点で１点差ということで、非常に競った試合でした。今回の経験を糧にさらに強いチームになっていくことがすごく期待できる

内容でした。ご苦労様でした。また、応援に行きます。がんばってください。 
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6/21 学校評議員会開催 

 今年度最初の学校評議員会を開催いたしました。令和元年度の学校経営について説明するとともに、全学年の子どもたちや先生方の様子をご覧になっていた

だき、様々なご意見を頂戴することで学校経営の一層の向上を図ることが大きなねらいです。 

 ご多用のところにもかかわらず、3 名の評議員さん方が来校し、たくさんのご意見・示唆を話してくださりました。今後の一層の改善につなげていくよう、

さらに努力してまいります。どうもありがとうございました。（詳しくは、後日発行する校報にてお知らせします。） 
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6/20 校内研究会 4年 

 4 年生で算数科の研究授業を行いました。子どもたちが最後までよく集中し生き生きと学び、ますます大きく成長してきていることが感じられる素晴らしい

学習ぶりでした。 

 今日の学習は、わり算の筆算の学習につながる大切な 1 時間です。原理について一人ひとりに説明をさせる時間はとりましたが、ご家庭でも「72÷３の計算

はどうすればよいか」を聞いていただけるとすごく嬉しいです。もし、忘れているようなときは「１０の束とばらとどっちから計算するの？」とか「のこった

１２はどうするの？」などと聞いていただけると、きっと思い出してくれます。全員がぴかぴかに輝いて見えた 45 分間でした。 
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6/19 教育の森に感謝 

 昨日、朝、登校時に 3 年生の男の子が大きな板を抱えていたので何に使うのだろうと不思議に思い、聞いてみると「教育の森に家を作るんです」という答え

でした。今日は、1，2 校時に早速活動が行われていました。（図工の学習の一環です。） 

 豊かな発想は、十分な時間や場を通して生まれてくるものだと思います。大変、貴重な学習の場が自然に準備されている末崎小の素晴らしさを改めて感じた

ところでした。そして、教育の森を準備してくださった末崎町公益会を始めとする地域の皆様方に改めて感謝申し上げたいです。「ありがとうございます！」 

     

  

 生活科でアサガオの観察。とても上手に描いていた子もいてびっくりしました。 

     

  

 先生にプリントをチェックして欲しくて長蛇の列。みんな自信満々です。 
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 一文読み（リレー読み）で、教科書を音読していきます。家での練習も大切ですね。 

 

  

 図工では針金を使ったしかけのおもちゃ作りです。どんな作品に仕上がるか、楽しみです。 

     

  

 算数で 600÷３の計算の学習。明日は研究授業です。ふだんどおり、がんばれるとよいですね。 

 

  

6/17 プール開き 

 今日の朝活動ではプール開きを行いました。代表で 3 名の子どもたちが目標などを発表しましたが、感心したことが２つありました。 

 １つめは、代表の子どもたちが 3 人ともノー原稿で話していたこと。「長文ではないので…」と言えばその通りなのですが、全校の前で発表するのはそれな

りに緊張するものです。しっかりと、しかも分かりやすく目標を話すことのできた 3 名の子、すごいです。 

 ２つめは、待ち方、話の聞き方の素晴らしさです。じっと待つことができたこと、聞くことができたこと、立派です。「教室でもできるといいなぁ・・・」

などと感じました。 
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 各学年の学習の様子 

★ テストやプリントに臨む真剣な眼差し・態度！ 

   

  

★ 歴史の学習は覚えることがたくさん。がんばってください！ 

    

  

★ プリントを返されて、ちょっと気分もハイに…。でも、切り替えも上手でした！ 

    

  

★ 算数はいつものように分かれてグループで。 

    

  

★ ひき算の学習はブロックで。だいぶ指示が通るようになってきました！ 
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6/13 留守番部隊、今日もがんばっています！ 

 宿泊学習で 5 年生不在のところですが、他の学年の子どもたちもふだんどおり学習しています。めんこいです。 

◆「い・ち・ご」のように、音の数に合わせて、拍を打ちます。楽しんで活動していました。 

 

  

◆ 理科のテストをしていました。得意な子、少し苦手な子など、さまざまですが、とても真剣でした。 

         

  

◆ ボール投げの練習です。ちょうど良い角度に投げることも重要です。一生懸命練習していました。 

     

  

◆ ものさしを長さ調べです。生活に密着した算数、大切ですね。 

     

  

◆ 理科の電気の学習で使用する実験セットを組み立てました。得意な子は、どんどん組み立てていました。 
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 ★ 宿泊学習 速報⑥ 

 楽しみながら、ちょっぴり苦労もしながら、沢登り終了です。全員、がんばって、登り切りました！  

この後、青年の家に戻って、昼食、退所式、帰校の日程です。 

    

 

★ 宿泊学習 速報⑤ 

 2 日めの一番楽しみな活動、「沢登り」 

 すごく楽しそうです。開始前に鼻血を出して参加が危ぶまれた子もいたようですが、「復活」して、無事参加することができたようです。 

   

 

★ 宿泊学習 速報④ 

 昨夜のキャンプファイヤーの様子です。それぞれの出し物を発表し合いました。女子グループは、自主的にダンスの披露も…。みんな仲良しの 5 年生の子ど

もたちです！ 
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★ 宿泊学習 速報③ 

 速報になるのかどうか分かりませんが…、今朝学校に来たら夕食時の写真が届いていたのでアップします。 

 夕べのキャンプファイヤー、楽しくやっていましたよ。様子については、後ほど改めてアップします。 

   

 

★ 宿泊学習 速報② 

 次なる活動、ウォークラリーに入りました。どちらの道に進むべきか、意見が分かれたときにどのようにチームで解決するか、楽しみですね。暑い中でも、

がんばっているようです！ 
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★ 宿泊学習 速報① 

 全員元気に到着し、早速最初の活動「野外炊事」に入ったようです。どの班も大成功。おいしくいただきました！ 

          

 

6/12 留守番部隊もがんばっています 

 今朝、5 年生の子どもたちが宿泊学習に出発しました。 

   

  

 天気も大丈夫そうなので、きっと全てのプログラムを彼ららしく楽しんで、また一つ成長してくれることでしょう。今日の最初のブログは、学校に残ってい

る留守番部隊の子どもたちの様子です。宿泊学習隊の方については、引率者から写真が届き次第（あまりたくさんの紹介にはなりませんが）お知らせしていこ

うと思っています。 

 本校では、全学年でハイパーＱＵを実施します。1 年生も問題に答えていました。3 年生は図工の作品発表、4 年生は直線と角の学習、6 年生は道徳の学習で

す。２年生もお知らせしたかったのですが、来客があり、回り切れませんでした…。ゴメンナサイ。（午後に時間があれば…とも考えていますが、キビシイか

も…） 
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6/11 明日からの２日間、晴れますように！ 

 ５年生では、明日からの２日間は陸中海岸青少年の家での宿泊学習に行って来ます。心配なのは、お天気ですが、現在のところ「雨マーク」が消えて、この

調子ならキャンプファイヤーができそうな感じです。 

 せっかくの機会なのだから、ただ単に活動を行うのではなく、お互いのよさを理解し合い、友情を深めるような宿泊学習になることを期待しています。どう

か晴れますように…！ 

 今朝は、音楽朝会からスタート。１，２年生は算数の学習。３，６年生は外国語の学習。４年生は体力テスト。５年生はテストやキャンプの事前学習の様子

です。 
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6/10 校内研究会（6年） 

 大船渡小学校の校長先生を講師にお招きして、6 年生で算数の授業研究会を行いました。本校の重点研究教科（算数）を今年度も継続していますが、さらに

パワーアップすることができるよう、気持ちを新たに取り組んでいきます。 

 学習した内容は「面積や体積の求積公式は、分数の場合でも適用できるか」というもので、図を使っての説明が必要になるので子どもたちにとっては難しさ

も感じられたようですが、どの子もしっかりと取り組み、最後にはきちんと理解することができたようです。 

 今日学習したような、単純に計算だけを行うのではなく図形などの要素を含む問題は、末崎小の子どもたちが例年「苦手」としている内容の一つです。何度

も繰り返し復習をさせながら、確実な力へと高めていきたいと感じました。 
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6/7 高学年交通安全教室 

 3 年生以上の子を対象に、交通安全教室を実施しました。朝から時おり雨粒が落ちてくるようなはっきりしない気候だったので、自転車運搬に関してはご家

庭でも迷われたのではなかったかと思います。申し訳ありませんでした。 

 ３，４年生が活動した２校時は、少し雨が強くなってきたので、タイヤを雑巾で拭いて急遽体育館で実施しました。ふだんからお世話してくださっている派

出所所長さん、交通指導員や交通安全推進員の皆さんに、臨機応変に指導していただき、限られた時間と場の練習でも非常に中身の濃い練習にすることができ

ました。 

   

  

 また、３校時には雨も上がっていたので、５，６年生では校庭で活動を行いました。昨年度以上に子どもたちの運転が上手で、積み重ねの大切さも感じまし

た。いずれ、車の事故については、ただの１度でも命にかかわる事態になり兼ねません。これからも、安全に気を付けて生活してほしいです。 
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 給食後の昼休みには、（最初校庭で練習できなかった分）３，４年生の子どもたちに校庭で練習させました。少しずつ難しい課題を与えても嬉々として取り

組む子どもたちの姿に脱帽です。各ご家庭の皆様、たくさんのご協力、誠にありがとうございました。 

  

6/6 ラジオ体操コンクール 

 昨日、一昨日と、出張のため、子どもたちの様子をほとんど見ることができなかったのですが、やはり「学校はいい！」ですね。子どもたちの姿に癒されま

す…。 

 明日は、3 年生以上で交通安全教室（自転車の乗り方）を行います。せっかくお家の方に運んでいただくので、自転車の持ち主だけが実際に練習をし、それ

以外の子はＤＶＤ視聴などで、学んでいきます。貴重な学習機会を保障し、充実させるためにも、自転車の運搬について特段のご協力をお願いいたします。 

 今年度、（運動会に向けてせっかくラジオ体操の練習をがんばったので）全国ラジオ体操コンクールに応募することにしました。とても上手に、はりきって

運動していましたよ。すごくすごくめんこかったです。 

       

  

 ３年生では、昨日の午後から明日まで担任が出張で不在です。今日は、補充の先生と一緒に一日勉強をがんばりました。ドッジボール、楽しそうでした。 

 

  

 1 年生の学習の様子を見に、末崎保育園の先生（保育園での昨年度の担任の先生）が来校してくださいました。 
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 5 年生では、英語でじゃんけんゲームをしました。進んで話しかけようとする態度は花マルです。 

     

  

 図書室で本を選んでいたのは 2 年生の子どもたち。口々に、お勧めの本を教えてくれました。 

       

  

 4 年生は図形の学習をがんばっていました。例年、末小の子どもたちが苦手としている分野です。がんばって！ 

       

  

6/3 六月に入りました 

 早いものです。６月に入りました…、ということは、１学期も折り返し地点を過ぎたことになります。運動会で一生懸命がんばった子どもたちですが、今度

は学習にさらに力を入れていくことになります。修学旅行や宿泊学習など、大きな行事を予定している学年もあり、子どもたちもますます忙しくなるところで

すが、運動会で培った強い心と体で乗り切らせていきたいです。 

 明日は、プール掃除を予定しています。３年生以上の子どもたちは、半そで、短パン、長靴、タオル、（場合によっては着替え）の準備が必要になります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

※ 明日、明後日は、管内校長研修講座による出張で本ブログはお休みします。今日は欠席者がいたけど、早く揃うと良いですね。 

  

● 朝からアサガオの観察です。「大きくなっているかな？」 
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● 今月は体力テストがあるので、その練習を。腹筋の運動です。 

        

  

● 算数では、計算の間違い探しをしました。筆算で計算する練習をしていました。 

       

  

● 鍵盤ハーモニカの練習。教室とは、また違った雰囲気…、良いですね。 

       

  

● 算数は、いつものように２つのグループで。どちらもよくがんばっています。 

 

    

● 社会の学習です。書かなければならないことがたくさん…。がんばってください。 
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● 修学旅行の事前学習。「なぜ５分前行動をするのか？」 様々な場面で実際に生かす勉強ですね。 
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