
7月23日 ちびっ子野球大会 

 スポ少野球の大会が行われたので、応援に行って来まし

た。この日は夏真っ盛りの日差しで、立っているだけで体

力、集中力を消耗するような一日でした。最初の試合は、日

頃市スポ少の子どもたちとの試合。先制されるも追い付き、

途中点差が離されるという苦しい試合展開になりましたが、

最終回の猛攻で再び同点に追い付き、最後には延長特別ルー

ル（1アウト満塁からのスタート）で見事タイムリーが飛び

出し、激戦を制しました。午後からの準々決勝は末崎野球ス

ポ少との試合でした。これまでにも、公式戦等で何度か対戦

し、好勝負を繰り広げてきた相手で、この試合でもこれまで

と同様、ねばり強く戦い抜きました。最後には、末崎スポ少

にビッグイニングを作られ点差は広がってしまいましたが、

力の限り戦い抜いた姿は見事だったと思います。この先きっ

と、もっともっと上手になりますね。盛野球スポーツ少年団

のみなさん、ご苦労様でした。 
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7月21日 明日から夏休み 

 今日も良いお天気です。顔を真っ赤にしながらも、しっか

りと歩いて登校して来る盛っ子たち、大変素晴らしいです。

（本当に、心と体を鍛えることにつながっています。） 

 今日で1学期も終了、明日からは待ちに待った夏休みで

す。オリンピック開催による祝日の移動の影響もあり、例年

よりかなり早い「夏休みスタート」になります。（夏休みは

合計28日間、たっぷりとリフレッシュできますね。） 終

業式では、この1学期であいさつが立派になってきているこ

と、がんばりやの子がたくさんいて嬉しかったことなどを話

しました。夏休みには、引き続き感染症対策を徹底しなが

ら、一つでよいので「何か続けてがんばること」に取り組ま

せていきたいです。1学期間のたくさんのご支援・ご協力、

まことにありがとうございました。 
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7月19日 情報モラル教室 

 盛岡市にある青少年活動交流センターの職員の方を講師に

お招きして、3年生以上の子どもたちに情報モラル教室を開

催しました。今ではもうインターネットは当たり前、情報端

末も感覚的にあっという間に使いこなしてしまう子どもたち

ですが、その危険についてはなかなか理解しきれていないと

いうのが実際のところなのかもしれません。特にこれから夏

休みを迎え、自由な時間が増えていくことが予想されるの

で、きちんとしたルールと監督のもとに（情報端末は）適切

に使用させることが望まれます。子どもたちは家庭内でのル

ール作りの大切さをしっかりと考えていたように思います。

ぜひ、各ご家庭でも安全でただしいく使用するためのルール

作りをよろしくお願いいたします。 
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7月16日 着衣泳 

 3年生以上の子どもたちが着衣泳の学習を行いました。毎

年、水難学会の皆さんが教えに来てくださっているのです

が、いつも楽しく教えていただいているので、子どもたちは

大喜びです。初めて（着衣泳を）経験した3年生の子どもた

ちも、4年生以上の子どもたちと同様に背浮きのコツを飲み

込んで、上手に浮くことができるようがんばって練習してい

ました。高学年の子どもたちは、行動がきびきびしていて、

講師のみなさんも大変驚かれていきました。 「浮いて待

て！」という合言葉の他に、今年は「助けを呼びに行く」と

いうことも何度も教えていただきました。いざというとき、

適切な行動ができるよう願っています。 
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7月15日 漢字大会・計算大会の

表彰 

 基礎・基本の定着を目指して、毎学期漢字（1年生1学期

はひらがな）、計算についてテストを行っています。あらか

じめ問題は知らせているところなので、「初回満点合格」に

こだわり、見事達成した子には賞状を手交することにしてい

ます。 今日は、各学級の代表児童が来室し、賞状を渡しま

した。（全校の初回満点合格者は、漢字で67名、計算で41

名でした。）次回は、さらにたくさんの賞状作りができると

嬉しいです。 

 

  

7月14日 大掃除もがんばってい

ます 

 今日は7月14日。本来であればお天王様なので、午後に

は子どもたちによる相撲大会が行われるはずでしたが、感染

予防のため中止となりました。実は、このちびっこ相撲を楽

しみにして、転勤してまいりました。以前今より若かりし

頃、本校に勤務したとき、商店街の路上で地域の方々、お父

さん方がユーモアたっぷりに実況などを入れながら、子ども

たちに相撲をとらせていたことを思い出します。子どもたち

も大人たちもすごく楽しそうで、「素晴らしい‼‼‼」と感

動したものでした。早くコロナが収束し、子どもたちと大人

が一緒になって地域を盛り上げる行事ができるようになるこ

とを強く願います。 今週は大掃除週間…、子どもたちはよ

くがんばっています。1年生の子どもたちも掃除の仕方が大

変上手になりました。体を動かしてかせぐことができる子

は、必ず立派に成長するものです。盛っ子たちは、みんな大

丈夫です！ 
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2年生の水泳の時間にもお邪魔しました。とにかくプールが

楽しくたまらない様子でした。 
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7月13日 キャップハンディ体験

学習 

 福祉の里センター職員の皆様が来校し、4年生の子どもた

ちがキャップハンディ体験学習を行いました。いつも大変優

しい4年生ですが、（発達段階のこともあり）中には我を通

してしまい周囲との軋轢を生じていることもあるようです。

（当然のことですね。） 

 今日習ったのは、車椅子体験と点字体験です。介助を行っ

たり、あえて不自由な場に身を置いてみたりすることで、

「気づくこと」そして「考えること」をねらった学習です。

今後の学校生活に生かされ、優しさにさらに磨きがかかって

いくと嬉しいですね。 
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 児童朝会では「ハンカチ・チリ紙の準備の良かった学年」

ということで、4年生と6年生を健康委員会が表彰しまし

た。習慣付けには大人の手も必要です。各ご家庭でのお力添

えもよろしくお願いします。今日は穏やかな日で、プールか

らは歓声も聞こえて来ました。梅雨明けまであと少しかな？

夏の到来はもう少しです…！ 
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7月12日 学校評議員会開催 

 今年度1回目の学校評議員会を開催し、本校の教育につい

て説明をし、意見をいただいたり、実際に授業の様子を参観

していただいたりしました。今日は、3，4年生の理科や社会

の学習で一人ひとりがタブレットを使用して学んでいる場面

をご覧になっていただくこともできました。どちらの学年も

調べ学習の場面で使っていたのですが、子どもたちの集中度

が高く、（デジタルとアナログの）長所をうまく組み合わせ

て学ばせていけば、さらに良い授業ができるように思い、嬉

しく感じました。評議員さんたちも、このＩＣＴ活用をして

いる場面には大変驚かれたようで、大変興味深く参観されて

いきました。 意見交流の場では、キャリアパスポートの実

際や今後の活用について、またコミュニティ・スクールにつ

いて話題に上りました。今後、さらに情報提供も行いなが

ら、しっかりと準備を進めたり実りの大きい実践になるよう

努力したりしてまいります。学校評議員の皆様、お忙しいと

ころ、ご来校いただき、誠にありがとうございました。 
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7月9日 教育長訪問 

 市の教育長、学校教育課長が来校し、子どもたちの学習の

様子を参観されていきました。主に道徳や総合的な学習の時

間を参観されましたが、子どもたちのしっかりと学ぶ様子に

大変喜ばれていきました。 
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7月8日 宿泊学習2日め④ 

 5年生13名、無事帰校しました。最高の思い出をつくり上

げた仲間たちとの信頼・友情は、今後一層育んでいかれるこ

とでしょう。ご家族、センター職員の方々、お世話をしてく

ださった先生方への感謝の気持ちも、しっかりと伝えていけ

るようだと、さらに嬉しいですね。明日から、さらに成長し

た子どもたちと一緒に盛小はますます元気にがんばります！ 

 

  

7月8日 宿泊学習2日め③ 

 最後の活動はネイチャーゲームです。背中の札の動物名を

当てるゲームかな？子どもたちが帰ってきたら聞こうと思い

ます。お昼はお弁当。充実の宿泊学習も残りわずかです。 
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7月8日 ギガ 

 GIGAスクールという言葉を耳にされた方も少なくないと

思います。1人に1台ずつ情報端末を貸与するとともに高速

ネットワーク環境を整備することで、個に合った多様な学習

を実現しようとするものです。本校でもタブレットが導入さ

れ、今後授業においても活用を図っていくことになります。

昨日、今日の社会の学習では、早速3年生がタブレットを持

ち出し、それぞれ動画（NHK監修のもの）を見ながら調べ学

習をしていました。（今日はグループで共用して操作してい

たようですが、昨日は全員が1台ずつ操作していたようで

す。正直なところ、慣れるまでは『かなりのガマン』も必要

かもしれません…。） 

 1年生は国語のテスト、2年生は鍵盤ハーモニカのテスト

をしました。学期末なので、このような場面はまだまだ見ら

れるものと思います。4年生では社会の学習。水に関する学

習です。6年生は家庭科。洗濯について経験なども振り返

り、理解を深めていました。 
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7月8日 宿泊学習2日め② 

 今日の午前中の活動は、ニュースポーツです。キンボール

とボッチャをしました。初めのうちはルールの理解に戸惑い

も見られましたが、慣れてくるとどんどん夢中になり「オム

ニキン」という元気な声と笑い声が体育館に響いていまし

た。ボッチャも頭を使うゲームなので、こちらの方にも夢

中。ナイスプレーには、たくさんの拍手も起こり、楽しく活

動しました。 
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7月8日 宿泊学習2日め① 

 宿泊学習部隊から朝食の様子の写真が届きました。「みん

な元気」ということで何よりですが、残念ながら「いかだ体

験は気温、水温が低すぎるため中止」という判断になったよ

うです。苦渋の決断だったわけですが、子どもたちの健康を

考えると4時間かけてのいかだ作りは、この天候では不適と

した判断は妥当であると私も思います。2日めも屋内の活動

になりますが、この5年生の子どもたちならさらに大きく友

情を膨らませることと確信しています。本日も写真が届き次

第紹介していきますので、どうぞお楽しみください。 
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7月7日 宿泊学習1日め⑤ 

 夕食はとても豪華版。みんな美味しくいただいたようで

す。 キャンプファイヤーは雨天のためペンライトの集いに

変更しましたが、最高の盛り上がりでした。5年生の様子を

見ていて改めて感じたことが３つ。①みんな優しい、仲が良

い！ ②歌やダンスが大好き。ノリノリでした！ ③ルール

の守り方がとても上手になって来た。だから時間の使い方も

上手にでき、たくさん楽しめました！ 応援に駆け付けた4

名の先生方も、楽しく過ごしました…！ 
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7月7日 宿泊学習1日め④ 

 ジェルキャンドルづくりに取り組みました。材料はそれほ

ど変わらないのに、その子によって違った作品になるのだか

ら、「子どもたちの発想はすごい」と改めて思います。 
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※今晩予定していたキャンプファイヤーですが、雨天のため

「ペンライトの集い」に変更することとします。残念ですが

…、でも、その分、子どもたちはしっかりと盛り上げてくれ

るものと思います。 

 

7月7日 宿泊学習1日め③ 

 美味しいカレーでお腹を満たした１３名は、「館内ビン

ゴ」に挑戦中です。至るところに隠された数字を探して、班

で協力して奮闘中です。大変元気よく動き回るので、写真を

撮ってくださる先生も一苦労です。 ・・・気になる天気で

すが、現在小雨模様ということです。夜の活動をキャンプフ

ァイヤーにするか、ペンライトの集いにするか、思案の真っ

最中ということです。 
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7月7日 宿泊学習1日め② 

 無事（？）カレーも完成し、早速みんなでいただいている

写真が届きました。とてもおいしそうです。ただ、「食器点

検」と言って、「使ったものは元通り（あるいはそれ以上

に）きれいにしてから返すのが野活のルールです。（もちろ

ん当然のマナーでもあります。）子どもたちは、ハイスピー

ドでカレーをいただきながら、もう次の活動にも目を向けて

いたようです。 結局、カレーはほとんどの子が完食。1人

1合くらいずつ食べたそうです。（すごいですね…☺） 
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7月7日 宿泊学習1日め① 

 出発あたりには生憎の雨降りとなりましたが、凛とした態

度で出発式を行い、みんな元気にバスに乗り込みました。わ

かば・あおばの子どもたちや6年生も見送りに来てくれまし

た。 
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 お昼前になって、5年生からカレー作りの様子が送られて

来ました。広田町、天気は何とか大丈夫なようです。（ただ

し、キャンプファイヤーは難しいかも…ということです。）

みんなよく協力してカレー作りに勤しんでいるということで

す。子どもたちの活動の様子を見ると、私の方もお腹が空い

てきました。 
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7月6日 宿泊学習結団式 

 6校時に宿泊学習結団式を開催しました。明日からの2日

間、陸前高田市広田町に新しく建てられた県立野外活動セン

ターで、様々な活動に取り組んで来ます。一番心配なのは、

やはり当日の天気です。何とか、1日めの夜（キャンプファ

イヤー）や2日め（いかだ作り）等を万全のコンディション

でできることを願っています。雨雲を遠くに吹き飛ばすよう

な元気、協力のエネルギーで楽しい2日間になることも期待

しています。  

 明日からの2日間は私は同行しませんが、担当から送られ

て来た写真についてはアップしていきます。明日午後には野

外炊事、明後日はキャンプファイヤーといかだ作りをお知ら

せできればと考えています。 
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 今月の挨拶運動当番は4年生。朝から元気の良い声が響き

渡っています。放課後になって3年生の子どもたちが収穫し

たキュウリのお裾分けに来室してくれました。「どうもあり

がとうございます。」 

 

  

7月5日 わかば・あおばの研究授

業＆教育相談員訪問 

 1学期の研究授業のトリを飾ったのは、わかば、あおば、

両学級の子どもたちです。みんなそれぞれの算数の課題につ

いて、一生懸命考え、理解を深めていました。たくさんの先

生方が見ても、いつも通りがんばることができるのは、盛の

子どもたち全員に共通して言えることですね。大変素晴らし

いと感じました。 
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 午前中には、沿岸南部教育事務所の教育相談員の先生も来

校し、子どもたちの学習の様子を参観されていきました。

「どの学級もよく落ち着いて、しっかりと学んでいる。素晴

らしい。」と、子どもたちや先生方のがんばりを褒めていた

だきました。「さすが盛小ですね。」とも。嬉しい一言でし

た。 
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7月3日 スポ少野球「もりしんカ

ップ予選」 

 はまなす運動公園で、もりしんカップ市予選が行われ、応

援に行って来ました。本校の子どもたちは、赤崎スポ少と対

戦し、途中惜しいところもあったのですが、残念ながら勝利

することはできませんでした。ピンチのときでも進んで声を

出すこと、お互いのナイスプレーを共に喜び盛り上げていく

ことなど、「らしさ」が十分に見られ、確実に成長している

ことが分かったのは収穫であったとも感じます。いずれ、勝

敗の時の運。次の一勝をめざし、毎日の学習、運動、もちろ

ん野球の練習などに励んでいくことを期待しています。 
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7月2日 転入生「ペッパーくん」 

 今日は朝からなかよしホールに子どもたちの歓声が響き渡

っていました。昨年１２月に設置したペッパーくんを今年度

も７月中は設置することとし、昨日の放課後から置いてあっ

たからです。「ペッパーくん、いるぞ。」「ペッパーくん、

どうして来たの？」などと、子どもたちは口にしながら、早

速ペッパーくんを取り囲んでいました。 

プログラミング教育等で設置期間中には活用していく予定で

す。みんなで上手に使っていってほしいと願っています。 

 

  

7月1日 地区懇談会、ありがとう

ございました 

 昨日までの３日間、地区懇談会を開催しました。コロナ禍

ではありましたが、飲食を伴わない、マスク着用など、感染

症対策を行った上での実施ということで、特に地域常任さん
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等役員の方々にはご苦労をおかけしましたが、有意義な機会

とすることができました。各地域公民館長様や民生児童委員

様などにも足を運んでいただいたこともありがたかったで

す。協議事項（というより情報提供になりましたが）とし

て、コミュニティ・スクール移行について取り上げました。

今後、地域の教育力を生かした学校づくりが本格化していく

ことになります。「盛だからこそ！」という地域の特色を生

かした学校としてますます発展していくよう、努力していき

たいと考えているところです。出席されたお父さん、お母さ

ん方、どうもありがとうございました。  

 子どもたちの授業を受けている様子を参観するのはもちろ

ん楽しいのですが、廊下等に飾られている作品を鑑賞するの

もなかなかよいものです。習字については名前が書かれてい

るのでブログ掲載はできませんが、３年生の粘土細工がとて

もユニークで楽しく感じられたので紹介します。もちろん、

授業そのものもしっかりと受けていますヨ。キュウリは今日

は８本採れたと知らせてくれました☺ 

 

  

 今日の６校時はクラブ活動の時間でした。とても楽しく活

動していました！ 
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