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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。

２学期終了！！ 大きく，多く成長した！！・・・１２月２５日（木）

○ ８月１１日から，２学期が
始まり，今日まで，とても長
い２学期でした。コロナ禍の
影響で，かつて無い様々な
対応や学びの影響など多
々ありましたが，子ども達は
それぞれが大きな成長を見
せてくれました。特に１年生
の今日，終了式後の学級の
様子を覗いてみますと，しっ

かり先生の
話を聞いて
いました。特
に大きく成長
を見せた一

○ 担任の先生の話を聞いてメモをとる：１年生 年生でした。

今日の給食時間に，１年生と２年生の教室にサンタク
ロースさんとトナカイさんがきてくれました。美味しいケ
ーキのプレゼントをもってきました。みんなお喜びでした。
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校長室！！ 子ども達の憩いの場です！！・・・１２月２４日（木）

○ 校長先生！ダンス躍って
いい！！と元気な２年生の女
の子達がやってきて，今，子
ども達に人気のあるニジュ
ーの縄跳びダンスを見せた
いとやってきました。驚くほ
ど振り付けが上手でした。
このように校長室には，

たくさんの子ども達がやっ
てきてくれます。毎日，楽し
みです

○ ニジューの縄跳びダンスの楽しく踊る：２年生

赤い羽根募金！！ 私たちの気持ちです！！・・・１２月２３日（水）

○ 今月初めから，児童会を
中心に，行った赤い羽根募
金の贈呈式を校長室で行
いました。児童会役員６名
が代表して，うるま市社会
福祉協議会の職員２名に
募金を受け取って頂きまし
た。集まったお金は大切に
使いたいと感謝の言葉を
述べていました。

赤道小の
子ども達
の優しさ
に！！
ありがとう

○ 学校を代表として，募金を贈呈式を行う：児童会役員
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うまく書けたよ！ 習字は難しいけど，楽しいよ！！・・・１２月２３日（水）

○ ４年生が集中して習字の勉
強をしていました。小学校で
は年間１０時間程度，習字を
習います。留め，はねるなど普
段の鉛筆とは異なり，筆使い
が難しいけど，真剣に集中し
頑張っていました。

○ 全集中の心で習字を頑張る：４年生

楽しく！ リズム良く！ みんなで演奏会練習中・・・・１２月２２日（火）

○ 本校では，４年生になると
音楽の授業は，音楽専門の先
生から学びます。

音楽室は３階に設置してあ
り，そこから，楽しい楽器の音
色が聞こえてきました。５年生
がグループに分かれて，演奏

パートの
練習中で
し た。本
番に向け
て懸命に
演奏して
いました。

○ 各自，好きな楽器のパートを練習する：５年生
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クギ打ち。！！ トントン！！ コリントゲーム機作製・・・１２月２１日（月）

○ ３年生の教室の奥から，何
かしら，トントン，トントンと大き
な音がするので，近づいてみ
ると，子ども達がハンマーでし
きりに，クギ打ちをしていまし
た。コリントゲーム機（ピンボ
ール）を手作りしていると話し
てくれました。
３年生の学年ＰＴＡ行事が

で き な く
なり，各ク
ラスで作
る こ と に
なったよう
です。

○ コリントゲーム機を楽しんで作っている：３年生

いつも，ありがとうございます！！ 感謝集会！！・・・１２月１８日（金）

○ 本校には，様々なボランティ
アの方々がいます。朝の交通
指導員，茶道講師，プール支
援，公民館館長など，多岐に
わたっています。昨日は，６年
生のみの感謝集会を行いまし
た。６年生の集会委員会を中
心に，手作りの感謝状には，参
加者も大変喜んでいました。
今後とも，お願いします。

○ 感謝集会で感謝の言葉と表彰を行う集会委員：６年生
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サンタさん！！ よろしくね！！ クリスマスリースづくり！！・・・１２月１７日（木）

○ １２月の中旬に入ると，特に
低学年の子どもから，サンタさ
んからのクリスマスプレゼント
の話を良く聞かれます。○○
をお願いしたよ！○○だったら
いいな！なんて思いは様々で
す。そんな中，１年生の教室で
は，クリスマスリースづくりを楽
しいでいました。松ぼっくりや

リボンを
うまく組
み合わせ
てステキ
なリース
を作って

○ 友だちと仲良くリースづくりを楽しむ：１年生 いました。

創立４０周年記念事業！！ みんなそろってハイチーズ！！・・・１２月１７日（木）

○ 赤道小学校は，昨年度で
創立４０周年を迎え，本来な
ら，昨年度に記念事業を開催
予定でした。
記念事業と新校舎建設が

重なり，記念事業と新校舎お
披露目を兼ねて実施しようと
計画中でしたが，コロナ禍の
影響により，式典の開催（１月
下旬予定）も危惧されている
状態です。そんな状況下です
が，記念下敷きの作成のため
各学年，時間毎にの記念撮影
会を行いました。

○ 久しぶりに全員集合し，写真撮影をする：４年生
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運動場で遊びたい！！ 早く完成してほしいなぁ！！・・・１２月１６日（水）

○ 新校舎が４月に完成し，新
たな学び舎に胸をわくわくさ
せながら，日々，学校生活を
楽しんでいる子ども達ですが
運動場の完成予定が，次

年度の夏以降となり，早く運
動場で思いっきり身体を動か
したいと熱望する子ども達です。
そんな中でも，お昼休みに

なると，３年生は一斉に児童
玄関に集まり，鬼ごっこや縄跳

びをして楽しん
でいます。一日
も早く，運動場
からの歓声を
聞きたいもの

○ 元気よく，児童玄関先で鬼遊びをする：３年生 です。

家庭科！！ 美味しくできたよ，調理実習！！ ・・・・１２月１５日（火）

○ コロナ禍の影響で，実施の
難しい教科が家庭科の調理
実習でした。これまで，なかな
か実施できなかった調理実習
でしたが，うるま市のガイドラ
インの要綱を守りながら，よう
やく調理実習ができました。
家庭科の調理実習は，５年

生になって始めてです。茹で卵
と葉野菜

の茹でを行
いました。
「いいです
ね，実習は」
みんな笑顔
で楽しそう

○ 卵と葉野菜の茹で具合を見る：５年生 でした。
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みんな大好き！！ 絵本の読み聞かせ！！ ・・・・１２月１４日（月）

○ 毎月，第２月曜日は，保護
者や職員の協力のもと，朝の
読み聞かせを行っています。
保護者や他の先生方の読

み聞かせは，興味・関心があ
高くどの学級の子も，みんな
集中してお話を聞いてくれま
す。コロナ禍の状況で，協力
頂いてる保護者の皆様には
感謝です。読み聞かせの保護

者は随時募集
しています。参
加ご希望の方
はＰＴＡ事務の
島袋までご連

○プレゼンを活用した絵本に夢中になる：１年生 絡お願いしま
す。

Ｌｅｔ’ｓ Dance！！ ダンスフェス！！ ・・・・１２月１１日（金）

○ 今日の５校時に体育館にお
いて，５年生全員でダンスフェ
スを行いました。
各クラス毎に，音楽を選定

し，その曲に合わせて各クラス
４つのグループごとに分かれ
て，ダンスを披露しました。
各グループ，オリジナルの

ダンスに，大いに盛り上がった
１時間でした。学校として，大
きな行事ができないなか，各
学年思考を凝らし，子ども達
が自分達で考えて楽しむ取

組みを行っています。

○各グループのダンス披露に拍手で盛り上がる：５年生 楽しいダンスフェスでした。



- 8 -

黙々清掃！！ 学校大掃除大作戦！！ ・・・・１２月１０日（木）

○ 本校では，今週一週間は，
大掃除週間です。新校舎です
が，２学期感の使用で，汚れ
が目立ってきました。今週は，
普段できない場所を中心に，
全校児童一斉に大掃除を行
います。
そのときのルールは，ただ

一つです。お話しせず，静かに
「黙々清掃」することです。そ
れを先生方が見守りながら一
緒に掃除を行います。みんな
一生懸命に掃除していまし

た。ステキな子ども達です！！

キラリ☆赤道っこです。

○ みんなもくもく，懸命に掃除を頑張る：１年生
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みんな表情豊かに！！ 面シーサーづくり！ ・・・・１２月９日（水）

○ 今日の２校時～４校時にか
けて，４年生全員で面シーサ
ーづくりをしていました。以前，
１年生が立体的なシーサーづ
くりをしていましたが，４年生
は，面シーサーでした。どのシ
ーサーも表情豊かで，笑顔の
シーサーでした。
まさに嬉しシーサーでした。

○ 一人ひとり個性豊かに面シーサーづくり：4年生

給食台をていねいにみがく：２年生

ホウキの先のホコリまで掃除する：３年生

靴箱を一つ一つ丁寧に掃除する：5・６年生

階段のすみずみまで掃除する：４年生
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みんなで支える社会！！ 福祉を学ぶ講演会！ ・・・・１２月８日（火）

○ 福祉って何？･･･普段の子
ども達の生活中で福祉を意
識することはほとんどありませ
ん。そんな中で，福祉教育の
一環として，県福祉協議会の
講師を招いての学習会を開
催しました。プレゼンを活用し
福祉の意味を分かりやすく説
明していました。
「ふくし」ふだんのくらしをし

あわせにするのが福祉の仕事
という話がとてもわかりやす
く，子ども達の質問にもていね

いに答えてくれました。

○ 福祉協議会の職員の話を真剣に聞く：６年生
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よくわかったよ！！ よく書けたね！ ・・・・１２月８日（火）

○ 国語の説明文を自分の言葉でまとめる：１年生 ○ 本校には，特別支援学級が
低・高合わせて５クラス(言語
学級を含）あります。少人数
で，わからないことをゆっくり，
ていねいに教えています。１年
生の国語の授業を参観しま
した。どの子も，先生の説明を
しっかり聞いて最後までプリン
トを仕上げていました。

学校を支える土台！！ 各種委員会！ ・・・・１２月７日（月）

○ 毎月，第１月曜日は６年生
が主役の委員会活動日です。
本校には，８種類の委員会が
存在し ,子どもが自主的な活
動を行っています。どの委員
会も学校には必要不可欠で，
職員だけでは，こなしきれない
様々な活動を最上級生とし
て，責任を持って活動する６年
生は，まさに学校を支える土
台です。

○ 忘れ物や拾い物を整理する生活委員会：６年生 児童会メンバー
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各委員会活動の活動の一部です

先生も頑張ります。授業研究会 ・・・・１２月４日（金）

○ 先生方も自己の授業力向上
のため，公開授業を頻繁に行い
ます。５年生の先生が三角形の
面積を求める授業を公開してい
ました。５年生の子ども達は一生

懸命に面積を求めていました。

図形の形を変えて面積を求める児童

○ 自分で解いた面積の求め方を発表する：５年生

掲示委員会
図書委員会

栽培委員会 保健委員会
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みんなで知ろう！ 世界エイズデー！ ・・・・１２月４日（金）

○ １２月１日は，世界エイズデ
ーです。
世界レベルでのエイズのま

ん延防止と患者・感染者に対
する差別・偏見の解消を目的
に、WHO（世界保健機関）が
1988年に制定したもので、
毎年12月1日を中心に、世界
各国でエイズに関する啓発活
動が行われています。３年生の
クラスでもそれに合わせた授業
が行われていました。コロナ禍の
現在，エイズ教育同様，人権問

題の学習にもつながり，とても大

○ エイズの学習を学ぶ！：３年生 切な授業です。

コロナに負けない！ 音楽も楽しみたい！ ・・・・１２月３日（木）

○ 学校が再開し，各教科指導
で，コロナ禍の影響を大きく
受けたのが音楽の指導です。
マスクを外して，大きな声を

出して歌うことができず，感染

のリスクを考慮しながらの指
導は厳しいものがありますが，
しかし，音楽の授業は進め

なければなりません。そんな中
音楽室では，４年生が笛の練
習をしていました。指使いに気
を付けながら課題曲を懸命に

吹いていました。

○ 先生の指導のもと，アルト笛を練習する：４年生
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いよいよ！ ＧＩＧＡスクール構想スタート！・・・・１２月３日（木）

○ 次年度から文部科学省は，
児童生徒一人ひとりにノート
型ＰＣを１台，学びのツールと
して配布することを決定しまし
た。うるま市も来年度から予

定しています。これからの授業
や学び方が大きく変わること
になります。ＰＣ教室では６年
生がデスク型ＰＣで学んでい
ましたが，一人一台のＰＣなら場
所を選ばず，ＷｉＦｉ機能付き
で，いつでも，どこでも学べま

す。これがＧＩＧＡスクール構想

○ ＰＣで沖縄の問題について調べまとめる：６年生 です。もうすぐスタートします。

ようこそ！ わくわく・ニコニコランドへ！！ ・・・・１２月２日（水）

○ 先週から，２年生が一生懸
命に作っていた手作りおもち
ゃが完成し，いよいよ１年生を
迎えて，おもちゃで遊ぼう「わ
くわく・ニコニコランド」を楽し

いでいました。２年生の考える
「ボーリングや輪なげ，釣り，ク
イズ，迷路，レーシングカー，に
ゃんこ叩き，アーチェリー」，な
どの様々のおもちゃがありまし
た。特に一番人気は「おばけ
屋敷」でした。１年生は，みん

な笑顔で楽しい時間を過ごし

○ 2年生の手作りおもちゃで遊ぶ！：１年生 ました。
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静かにしっとり学ぶ！！ ・・・・１２月１日（火）

○ ６年生の算数の授業を観ま
すと，鉛筆の音がカシャカシャ
と！！先生の声が小さく響き，クラ
ス全員が「静かにしっとり｣学ん
でいました。

どの子も真剣に学ぶ姿に，本
来，学習する姿勢は，こうあるべき
だと改めて感心させられました。

隣のクラスも国語を静かに学んでいました。

○ 鉛筆の音がカシャカシャ響き合う：６年生
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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年生が主催の「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ス
テキで，水曜日が楽しみです。

○ 各グループで遊び用具を作製する：２年生


