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赤道小の今日の１枚
学校中を廻って見つけた 今日のとっておきの一枚です。

「キラリ☆輝く赤道っこ」を掲載中です。

早く一緒に遊びたいなぁ！ 待っててね1年生・・・・１１月３０日（月）

○ １年生と２年生は，一緒に学
ぶ交流学習があります。今週の
水曜日に２年生が主催で「手
作りおもちゃで遊ぼう会」を行う
予定です。それに向けて一生懸

命におもちゃ作りをしていた２年
生です。みんなのアイディアがす
ごくて，水曜日が楽しみです。

○ 各グループで遊び道具を作製する：２年生

美味しく出来たよ！ 大豆から豆腐が・・・・１１月２７日（金）

○ ３年生の国語授業(説明文)
の中で「大豆」について学びま
した。大豆は，様々な加工品とし
て食べれており，さらに栄養価
値も高い食品だと学ぶことがで

きました。その大豆を今日は豆
腐にして，学年みんなで試食し
ました。とても美味しい，できた
ての豆腐でした。

○ できたての豆腐を手に，美味しく頂く：３年生
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色とりどり！！ 色鮮やかな版画を作製中・・・・１１月２７日（金）

○ ４年生から木版画が始ま
ります。保護者の皆さまが，小
学生のころは，版画＝黒のイメ
ージがあると思います。高学
年になると彫刻刀を使用した
本版画を作製になりますが，
４年生の段階では。こうのよ

うに版画に彩色し表現を楽し
む版画もあります。

○ 版画版に彩色し仕上がりを表現する：４年生

できたよ！！ みんなでシーサーづくり・・・・１１月２６日（木）

○ コロナ禍の影響でＰＴＡ主
催の学年行事がなかなか開
催できない状況にあります。そ
こで，今年は１年生のみで外
部講師を招いての「シーサー
づくり」をしました。子ども達
は，思い思いにシーサーづくり
を楽しんでいました。

個性的な作品がずらり！！
○ 講師の話を聞きながら，

シーサーづくり楽しむ：1年生
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全県一斉学力調査（学びのたしかめテスト）・・・・１１月２５日（水）

○ 本日は，３年生～６年生で実施される全県一斉学力調査です。これまで学んだ（国語･算
数)を各児童がどの程度身についているかを知るためのテストです。今日の為に放課後の
補習等で懸命に頑張りと見せてくれて，どの子も最後まで真剣に取組んでいました。

○ 国語のテストに懸命に向き合う:３年生 ○ 一斉に同じ方向でテストに向かう：４年生
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○ 難しいなぁと！！ テストと真剣に ○ これまでの頑張りを出すぞと！！

向き合う：5年生 気合い十分な：6年生

優勝！！うるま市バレーボールまつり・・・・１１月２４日（火）

○ １１月２２日土曜日にあげな
小学校体育館でうるま市バレ
ーボールまつりが開催されま
した。赤道クラブが見事優勝
を飾ってくれました。
６年生全員が代表として優

勝の報告をするために校長室
を訪ねてきました。
日頃からコーチの指導のも

と厳しい練習の成果が優勝に
繋がったと思います。

おめでとう！！
赤道クラブのみなさん

○ 笑顔で優勝の報告をする
赤道クラブ6年生のメンバー
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どんぐりフレンドパーク・・・・１１月２０日（金）

○ 昨年度から新校舎建築に
伴って，本校は運動場が整備
されておらず，思い切って身体
を動かす機会が減っています
そこで，学校近くにあります

市管理公園（どんぐりフレンド
パーク）で，必要に応じて体育
の授業を行っています。
今日は２年生が公園広場

で大縄跳びをしていました。
晴天の中，外で思いっきり身
体を動かす子ども達は笑顔い
っぱい楽しんでいました。

○ 担任の先生と一緒に大縄跳びを楽しむ２年生！

わぁ！･･･すごい 穴があいたよ！！･・・・・１１月１９日（木）

○ 校長室の外側の通路から元

気な子ども達の声が聞こえました

？？？ 何だろう？授業中のはず
だけど・・・と思いつつ覗いて
みると，なんと３年生が理科の
実験中でした。虫眼鏡を利用
し，太陽の光を集め，黒い画
用紙に焦点を当てて穴をあけ
る実験中でした。３年生から
始まる理科の勉強です。これ
から様々現象や不思議を発

見し理科に興味を持つ子に

育ってほしいですね
○ すごい！穴があいたよ。実験に夢中な･･３年生！
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さあ！ テストだぁ！！････・・・・１１月１８日（水）

○ これまで学んだことが定着し，
理解しているかを図るのがテスト
の一つの目的でもあります。
国語のテストに真剣に向き合

っている４年生です。様子をしば
らく見ていますと，なんだ簡単じ
ゃんと余裕があるような子，うー
っと，真剣に考えている子。もう
無理かなと少しあきらめ様子な
子。表情は様々でした。でも，最
後の時間まであきらめずに解き

ましょうという先生の声に粘り

強く取組んでいました。

○ 真剣な表情でテストに向き合う４年生 がんばれと！！応援したくなりました。

師弟同行（不満も言わず黙々と！）・・・・１１月１７日（火）

○ 給食，清掃後の短い時間で
すが，子ども達にとっては，貴重
な遊び時間です。そんな休憩時
間に黙々と花壇を耕す５年生を
見つけました。
えらいね！休憩時間なのにと

話を聞いてみますと･････放課
後，花壇と知らずに踏んで遊ん
でしまったから・・・・と！反省し自
分達で耕しているということで
した。失敗を学びに変えて，すぐ
に対応してくれた先生方も一緒
に耕す姿に，まさに「師弟同行」
ですね！

○ 担任の先生も一緒に花壇を耕していました。
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あいさつチャンピオン！・・・・１１月１６日（月）

○ 毎朝，児童会役員を中心
に，あいさつ運動を行っていま
す。その中でも，立ち止まり，
相手の顔を見て，元気な声で
あいさつができる子を「今週
のあいさつチャンピオン」とし
て，校内放送で紹介していま
す。そのチャンピオンを児童会
役員が校長室へ紹介にきまし
た。本当にチャンピオンです。
校長室でのあいさつも見事で

した。

○ １年生３名，２年生４名，全員低学年でした。

感謝の気持ちを思いを込めた壁画作製！・・・・１１月１５日（日）

○ １５日の日曜日に平宮(平安
座島・宮城島の間）で平宮護
岸アートコンクールに参加しま
した。今年のテーマは「ありがと
う･がんばる全ての人に感謝しよう」
です。本校６年生の女子５名の
合同作品が護岸アート作品の
一つに選ばれました。朝早くか
ら午後２時の時間まで，あきら
めずに最後までステキな作品を
描いてくれました。

皆様も近くをお寄りの際に

は，壁画をご覧下さい。
○ 感謝の気持ち「ありがとう」の壁画を

作製した6年生５名のメンバー



- 8 -

きちんとトイレのスリッパ並べ！・・・・１１月１３日（金）

○ ２年生の教室へ，授業観察へ
行く途中のことです。トイレから出
てきた２年生の男の子が自分の
使ったスリッパ以外にもきちんと
並べていました。お話をきくと，「次
つかう人のことを考えて並べてい
ると」なんとも嬉しい言葉が返っ
てきました。「お利口さんだね」褒
めるとニコっと笑ってくれました。
小さなことですが，とても大切

なことを身に付けているねと感心

させられました。今日は朝から，男

の子のお陰で気持ち良く過ごせ

ました。
○ きちんとトイレのスリッパを並べていた２年生の男の子

校長先生が６年生へ伝えたいこと！・・・・１１月１２日（木）

○ ６年の先生から，少し時間
を頂いて，校長として６年生に
伝えたい大切なことを話す機
会を得ました。
小学校の卒業，中学進学に

向けて残り半年を切ったこの
時期に，夢や目標の持ち方や
人間関係，苦難，困難ことの
乗り超え方，それに命を大切
にする生き方など話しました。
思春期を迎え，難しい年齢

ですが，話を一生懸命聴く姿に

「さすが！赤道小学校６年生」
○ 思春期に入る６年生には，様々な苦難や困難なこと です。話して楽しい時間でした。
も笑顔で乗り越えて欲しいですね！
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すごいね！！ みんな，よくわかるね！・・・・１１月１１日（水）

○ 入学してから，ひらがなや
カタカナ，漢字を懸命に覚え
ていた一年生が説明文を学
んでいました。
一つのまとまりの文の中で

大切な言葉は何かな？という
担任の質問の多くの子が即
座に答えていました。
教科書を拡大し，子ども達

のもわかりやすく表示してあ
り，みんなよく学んでいました。

○ 国語の説明文を懸命に学び理解する１年生

今どきの図工は！！・・・・・・・・・・ １１月１０日（火）

○ ４年生が２階の研修室で何
か楽しいそうなことをやってい
たので覗いて見ました。
暗幕をはり，光で映し出す

影をそれぞれのグループで工
夫しアート作品に仕上げ，表
現して楽しんで発表していま
した。
今の図工は，自己の作品制

作だけでなく，このようにグル
ープで，多能な空間を利用し

たり，廃材を利用して表現し

たりする「造形遊び」という図

工もあるんですね。
○ 光の映し出す影の模様で表現し楽しむ４年生
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赤道エイサー披露会・・１１月１０日（火）

○ ６年生の子ども達が待ちに
待った赤道エイサー披露会で
す。今年は，運動会が中止に
なり，赤道エイサーを披露する
機会がなく残念がる６年生に
なんとかしてあげたいという
想いから実現しました。６年生
の保護者が見守るなか，これ
までの練習の成果を見事に
発揮し素晴らしい演技をして
くれました。さすが６年生！！

一日中感動していました。
●元気よく赤道エイサーを披露する６年生
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ボール運動で体を強くするぞ！！・・・・１１月９日（月）

○ 子どもの発達には個人差が
あり，その子に応じた様々な配
慮をする必要があります。
それを合理的配慮と呼んで

います。そのように配慮し特別
に指導する学級を特別支援学
級と呼んでいます。本校にも低・
高・言語学級が合わせて５クラ
スあります。言語学級では，体
幹を鍛えるためにバランスボー
ルで訓練をしていました。始め

た頃に比べ，大変うまく乗れる

ようになりました。子どもの成長

○ バランスボールで体幹を鍛える２年生の男の子 の早さに驚かされます。

理科の実践ドキドキ・わくわく！！・・１１月６日（金）

○ 子ども達は，理科の実験が
大好きです。科学の不思議が
目の前に現れ，通常とは異な
る現象にドキドキ・わくわくしま
す。
理科室を覗いてみました。

丁度５年生が，ミョウバンを使
って物の溶け方の実験中でし
た。物質よっては，温度や水量
によって溶け方の変化が違う
ことを調べていました。

実験は，普段の教科では見

せないキラキラした目の輝き

が印象的でした。
○ ミョウバンの溶け方を調べる５年生
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読書感想文・感想画代表決まる！・・・・１１月５日（木）

○ １０月は，読書強化月間で
した。その取組みの一つに読
書感想文，感想画の作成が
あります。今年も，各学年，素
晴らしい作品ができました。各
学年，先生方が審査を行い，
学校代表の作品が決まりまし
た。優秀作品は，各学年３点
です。校長室前に掲示して，
子ども達みんなが鑑賞できる
ようにしてあります。

○ 各学年の優秀な作品を校長室前に掲示中です

第１５回学校新聞コンクール 研究会会長賞受賞・・・・１１月４日（水）

○ 令和２年度琉球新報社主
催第１５回学新聞コンクール
にて，本校６年生の「崎原一
紗」さんが，応募多数のなか
「県学びをつくる研究会会長
賞」を受賞しました。テーマは
「でぇーじな豚守れ！沖縄の宝」
と題し，貴重な沖縄の豚につ
いて詳細に調べ，特に豚熱と
いう普段聞き慣れない豚特有
の病気について，その原因と

対応策まで提案している内容

となっています。
素晴らしい快挙に！！

○ １０月３０日の琉球新報１６面に掲載されています。 まさにキラリ☆赤道っ子ですね
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みんな上手いね！！標語立て看板！・・・・１１月２日（月）

○ 本校では毎年，ＰＴＡ生活安
全委員会の主催で，子ども達
による，学習面や生活面に関す
る標語を募集し，その中から優
秀作品を選出しています。今年
も，ステキな標語が選ばれまし
た。できた標語は，ＰＴＡ生活安
全委員会の役員さんと担当先
生方，親子で立て看に作成し表
示しました。正門右側フェンスに
立ててあります。今年も選りすぐ

りの標語が集まりました。近くを

通る際には是非ご覧下さい。
○ 各学年から，それぞれの代表作品です。


