
8/30  ミニバス３×３県大会 

 ミニバスケットの３×３県大会が奥州市で行われたので行って来ました。昨年度も応援に行って雰囲気は分かっていたつもりではありましたが、とにかく目ま

ぐるしい攻防で、子どもたちもの技術の高さにただただ感心するばかりでした。 

 結果は予選リーグを 2 試合行い、いずれも敗れはしましたが、特に１試合目はあと一歩のところで涙を飲む「惜しい試合」でした。でも、念願の県大会の舞

台はやはり特別な感じがして、子どもたちはとても楽しそうにプレーしていました。これからの夢や目標がさらに明確になったことでしょう。ご苦労様でし

た！ 

 

 

8/29 防犯水泳大会 

 昨日までの大雨が信じられないくらいのお天気に恵まれ、水泳学習のまとめ「防犯水泳大会」を実施しました。 
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「防犯」と冠した水泳大会なので、昨年度からこの機会にあわせて子どもたちが（低学年は親子で）防犯標語を考え、校内コンクールを実施しています。今年

も素晴らしい作品が寄せられました。水泳大会の開会行事で、堂々と発表してくれました。 

  

  

 低学年は、水慣れ、水遊びが主な学習内容なので、それぞれの学年でビート板を使ったバタ足や普通のバタ足などに挑戦しました。中には、バタフライで２

５ｍを泳ぎ切った子もいました。すごいですね。感心させられました。防犯協会の会長さんや会員のみなさんも子どもたちのがんばりに目を細めておられまし

た。 

  

  

 高学年の部では、子どもたちが得意な種目を泳ぎました。５０ｍになっても力強く泳ぎ切る子、最後まで競り合ったリレー、一生懸命な応援など、子どもた

ちのがんばりが光った水泳大会でした。リレーでは、６年女子チームが優勝、応援賞は４年生が獲得しました。今年もたくさんのお家の方々、地域のみなさん

に応援をいただきました。改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。  

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3672.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3674.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3606.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3607.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3609.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3610.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3611.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3612.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3613.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3614.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3616.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3621.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3624.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3628.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3629.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3630.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3631.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3634.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3635.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3640.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3642.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3648.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3658.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3664.jpg


  

 

8/28 水泳大会に向けて 

 更新が遅くなりました。 

 大雨の一日だったのに、「水泳大会に向けて」というタイトルはそぐわない様な感じもしますが、授業の様子を見に行くと２９日の水泳大会に向けて応援の

練習をがんばる姿が見られました。大会を盛り上げることももちろん大切ですが、「応援」を通して他の子を仲間に思う気持ち、励ますエネルギーを強くする

ことを期待しています。 
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8/27 今日も一生懸命 

 今日も蒸し暑い日でしたね。水泳学習のまとめとして実施する「防犯水泳大会」を成功させようと、今日も練習をがんばっていたようです。心肺なのは今後

の雨の具合です。「どうか、あまり降りませんように…」 

 

  

◆ 新しいＡＬＴの先生が着任しました。日本語も上手なので、先生方も一安心…かな？ 早速、子どもたちと仲良く活動していました。 
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8/23 全員出席！ 

 更新が遅くなりましたが、今日はめでたく「全員出席」でした。子どもたちあってこその学校です。健康に気を付けて今学期もがんばりましょう。 

◆１，２年生…水泳練習  ◆３年生…補充の先生と一緒に算数  ◆４年生…学級会  ◆５年生…２つの教室に分かれて算数  ◆６年生…図工（絵画） 
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8/26 教育相談員訪問 

 今日は午前中いっぱい沿岸南部教育事務所の教育相談員の先生が来校し、子どもたちの学習の様子をご覧になっていただいたり、学校の様子について説明し

たりしました。 

 来校された時間の関係で、授業を見ていただいたのは３校時だったので、防犯水泳大会の練習をしていた１~３年生は遠くから見ていただき、その他の４年生

以上の子どもたちについては教室での学習の様子を参観していただきました。 

◆４年生…算数  ◆５年生…家庭科  ◆６年生…図工 

    

  

 子どもたちや先生方の一生懸命な様子に感心されるとともに、本校で課題と感じている問題等についても豊富な経験からのアドバイスをいただいたりしまし

た。 

 

8/22 新学期３日目 

 どうも今週はお天気がぱっとしないようで…、水泳練習を中止した学年もありました。陸上練習も今日からスタートということで、子どもたちも先生方も大

忙しです。今日も残念ながら「全員出席」とはなりませんでした。「明日こそは…！」と願っています !! 

◆ 夏休みの作品を発表 

   

  

◆ 国旗カードで神経衰弱（英語の学習）  

http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post8.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/posts/post7.html
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3486.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3487.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3488.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3491.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3492.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3493.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3494.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3496.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3497.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3498.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3499.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3501.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3503.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3504.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3410.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3411.jpg
http://www.ofunato-school.jp/matsusyo/img/DSCN3413.jpg


   

  

◆ 算数の練習問題にチャレンジ 

   

  

◆ 楽しい水泳の学習（ちょうどよく晴れたときに…） 

 

 

  

◆ 長さ比べを工夫して 

   

  

◆ 雨でプールに入れなかった学年は…、高跳びの練習！  
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8/21  二学期二日目 

 昨日は欠席者１名のスタートでしたが、今日はその子も元気な顔を見せてくれて嬉しく感じました。ただ、今度は「他の子がお休み」ということで…、なか

なか難しいものですね。早く「全員揃いました」とお知らせをしたいところです。 

 学期初めということもあり、大きな荷物を抱えて登校してくる子どもたちがいます。「重いだろうな…。」とは思いますが、「自分のものを自分で運ぶ」と

いう「当たり前のことを当たり前にするということ」も大変素晴らしいと感じます。いずれ（学校で使う用具等については）計画的に運んでいただきたいで

す。くれぐれも、授業で使うときに揃わないということが無いように…。ご家庭でも、ぜひチェックしてあげてくださいね。 

 今日は午前も午後も出張なので、朝のうちに駆け足で各学級を回りました。 

   

  

8/20 2 学期スタート！ 

 雨のスタートになりましたが、2 学期が始まりました。夏休み中には大きな事故や怪我の報告が無く、今日も通院による欠席者が１名いましたがその他の子

どもたちは全員元気に登校してくれ、嬉しく思いました。 

 始業式には、以下の３つのことについて話しました。 

①「續けること」を大切にして生活しよう！ 

②「いじめをしない・させない・ゆるさない」をみんなで約束しよう！ 

③ 新しい先生についてのお知らせ 

 ・前担任の産前休暇取得により、２年生の担任が代わること 

 ・２年前にお休みしていた先生の体調が良くなってきているので、低学年の少人数指導担当としてお世話をいただく予定であること 

「子どもたちが笑顔で元気に登校する学校」を目指して、しっかりと指導していく所存です。ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

◆ 始業式では、代表の子３名が作文発表しました。楽しい夏休みであったことがよく伝わってきました。 
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◆ 始業式後の各学級では、提出物を出したり夏休みの思い出を発表し合ったりしました。少し浮ついたような感じもしましたが、早く生活のリズムを取り戻

して、子どもたちの良さを発揮させていきたいです。 

     

  

◆ 今日は雨なので、外遊びもできず…、体育館割当があった低学年は体育館で、その他の学年は教室で遊んでいました。３年生がやっていたカルタは社会の

学習で自作したものだとか…。すごいですね。 

  

  

◆ 予定通り、集団下校訓練も実施しました。雨ということもあり、「津波発生時の訓練」というより「雨天時の安全な歩き方」に重点を置いて実施しまし

た。 
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8/17 スポ少野球新人戦 

 都合がついたので、スポ少野球新人戦１回戦の応援に行って来ました。猛烈な暑さと初公式戦という緊張感もあったことでしょうが、いきいきと戦う子ども

たちの姿が大変かわいらしかったです。結果は、見事コールド勝ちで、初戦突破でした。本当はもっと見たかったのですが、その後他用があり失礼してきまし

た。試合を終えて引き揚げてきた子どもたちに「がんばったね」と声をかけるといっぱいの笑顔で応えてくれました。これからどんどん上手になっていくこと

でしょう。お疲れ様でした。 

     

 

8/9 夏休み最後のプール 

 久しぶりのブログ更新です。 

 夏休みも残り僅かとなりました。天候に大いに恵まれ、プールは連日大賑わいでした。保護者の皆様のプール当番も大変お疲れ様でした。 
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