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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。

自分の考えを持つ子に！！ たまには校長先生と学ぼう！！・・・１月２9日（金）

○ たまには，校長先生と一緒
に学んでみようと，担任の先
生の許可をもらって、おじゃま
させてもらっています。今日は
５年生の教室で，算数の計算

をおもしろい解き方について
説明し，今まで学んだやり方
と違いをみんなで考えてみま
した。今まで，当たり前と学ん
だことが，違う解き方で混乱
しながらも楽しく授業が盛り
上がりました。

○校長先生の不思議な算数の計算に頭を悩ます：５年生

決定！！ 新児童会役員・・・・１月２８日（木）

○ 次年度の新児童会役員が
決定しました。今日の５・６校時
に投票が行われ６名の役員が
決まりました。詳しくは，学校だ
よりにてお知らせします。

選挙は，市の選挙管理委員
会から，実物の投票箱と記入
台を借用し，本選挙のように実
施しました。

○本物同様に，選挙管理委員会のもと投票する：６年生
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本校同地区の偉大な先輩！！ 志喜屋孝信先生！！・・・・１月２７日（水）

○ コロナ禍の状況下で学習発表
会も中止になりとても残念ですが
しかし，毎年４年生が演じている

「志喜屋孝信物語」はどうしても現４
年生には，教え伝えたいとの思いか

ら劇の練習に励んでいました。
本校同区出身の志喜屋孝信氏

は、沖縄民政府の初代知事で琉球
大学の初代学長を務めるなど教育
者としても知られています。
その偉大なる孝信先生について

演劇を通して学んぶことができれば

いいですね。保護者の皆様にも，クラ

ス毎に演劇時間を決めながら，参観

できないかと模索中です。可能なら

２月中旬以降を考えています。

○孝信先生について担任の話を真剣に聴く：４年生

わぁーすごい！！ 学校で一番素敵な場所は？・・・・１月２６日（火）

○ 清掃時間は，各学年に割り振ら
れた校内外の様々な場所を掃除し
ます。校長室の清掃は，特に割り当
てがないのですが，２年生は，自分
達から進んで掃除に来てくれます。

そんなお利口さんな２年生を学
校内で特別に素敵な場所に連れ
ていきました。校舎の屋上です。
周りをフェンスに囲まれ安全で，

とても眺めの素敵な場所です。
今後の理科や生活科などで学

習の場として活用予定です。

始めて屋上から，学校の周りの

様子を見た２年生はお喜びでした。

○校舎の屋上からの眺めに大喜びの：２年生
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よろしくお願いします。学校のため，全力を尽くします！・・・・１月２５日（月）

○ 次年度の学校のリーダーを
決める，児童会役員選挙がスタ
ートしました。立候補した面々はど
の子もやる気に満ちています。今
日から本格的な演説が始まりまし

た。給食時間を利用して４生の教
室へ，自分が役員になったら，頑
張りたいことを熱く語っていまし
た。素晴らしい演説内容でした。

○自分の良さをアピールする児童会役員候補：５年生

ワーカーズトーク！！ なれる自分より，なりたい自分をめざして！！・・１月２２日（金）

○ うるま市では，キャリア教育の
一つの取組みとして，各会社の
代表や著名人，有名人など多
数の皆さんが，自己の様々な経
験や成功体験，難題を克服した

こと，今の自分はこうして努力を重
ねて，成長してきたことなど映像を
通して話してくれます。貴重な話の
中には，今の子ども達には参考にな
ることが多くあります。将来のなりた
い自分に向かって，日々頑張って欲
しいと願います。

○講師の話を聴いて，わかったことや感想を書く：６年生
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第2弾 めざせ！優勝！！ ロープジャンプ大会（４年・５年・６年）・・・・１月２１日（木）

○ 昨日の低学年に引き続き，今日
は，高学年のロープジャンプ大会
（４年生～６年生の部）でした。昨
年度の優勝は４年生でしたが，今
年は６年生がリベンジをするのか！！

どの学年も真剣に，友だち同志
笑顔で声を掛け合いながら，微笑
ましい光景が見られました。
さて，優勝した学級は何年何組

でしょうか。お楽しみに！！

○元気よくかけ声に合わせてジャンプする：４年生

元気いっぱい，５年生，３分間で２００回を超えました

今年こそはと，気合いが入る：６年生
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祝 みんな，大きく成長しました。 もう１３祝！・・・・１月２０日（水）

○ 昨年度までの５年生は，ＰＴＡ
主催学年行事として親子で１３祝
を行っていましたが，今年は緊急
事態宣言も発令され，子ども達の
みで行いました。各クラス対抗の

玉入れ競争，綱引き競争を行い
結果（２種目とも１組優勝）になり
ました。その後，全員に幼い頃の
写真をスライドショーで楽しみまし
た。みんな幼い写真に大きな笑い
が起こり，楽しい祝になりました。

○１３祝の意味を真剣に聞く：５年生
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めざせ！優勝！！ ロープジャンプ大会（１年・２年・３年）・・・・１月２０日（水）

○ 本日は，子ども達が待ちに待
ったロープマッチ大会（低学年の部）です。これまで練習した
成果を発揮する日です。
今日は１年生から３年生まで

の低学年の部です。学年のクラ
ス対抗ではなく，学年の枠を超
えて１年～３年までの真剣勝負
です。どのクラスも声をかけな
がら懸命にロープをくぐってい
ました。久しぶりにクラスのチー
ム力を見ることができて楽しか
ったです。ビデオ撮影をしてあり
ます。保護者の皆様にも，披露

できる日を願っています。

○チームの心を一つに懸命にロープをくぐる：２年生
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すごいね！よく頑張りました！！ かがやきノート6冊達成！・・・・１月１９日（火）

○ 本校では家庭学習ノート（か
がやきノート）を学年６冊達成を
目標に毎日，続けてコツコツ勉
強することに取組ませています。
６冊達成した，お友だちは，校長

室で表彰とノートを１冊，校長先生
からプレゼントされます。一人ひと
りのかがやきノートを見てみますと
どの子も細かく丁寧に書いてあり
ました。みんなよく頑張りました。

○6冊目を達成し表彰され喜ぶ：５年生

さすが３年生です。スピードが違います。リズムよく，くぐる３年生

元気いっぱい，力を合わせてがんばる：１年生
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わぁーい！！動いた動いた！ プログラミン学習！・・・・１月１８日（月）

○ うるま市は，次年度からＰＣを
一人に一台，配布しＩＣＴｌ教育を
積極的に推進する予定です。学
校でも，それを充実させるために
様々ことを試行錯誤しながら取

組んでいます。２年生も自分で作
成した映像を見ながら，「これ見
てすごいでしょう」と声をかけて
きました。子どもの適応能力には
驚かされます。

○自分なりのキャラクターを作り楽しむ：２年生

次の学校運営はおまかせ！ 児童会役員選挙！！・・・１月１５日（金）

○ 本日の５校時に，５年生によ
る児童会役員選挙（役員選出）
が行われました。各組から選ば
れた１０名が６名の役員に挑戦
戦しました。どの候補も，学校の

ために自分の力を試したいと力
強い演説でした。 誰が選ばれて
も素敵な１０名です。期待しています。

○元気よく自分の実行力をアピールする：役員候補
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優しさ，思いやりって何？ 大切なことを学ぼう・・・・１月１５日（金）

○ うるま市の人権擁護委員会の
４名が来校し，４年生を対象に人
権についてお話をして頂きまし
た。映像を通して，相手を思いや
る優しさや相手の立場になって

考えるなど，普段の先生とは違う
授業の様子でした。子ども達も
懸命に答えて，人権について，
良く学んでいました。

○人権について一人ひとり発表する：４年生

プププゥー！ まだまだうまく吹けないけど！ 演奏大好き！・・・・１月１４日（木）

○ 放課後，３階の音楽室から金
管楽器の音色が聞こえてきまし
た。少し練習の様子を覗いてみ
ると，先生の指導のもと，懸命に
練習していました。コロナ禍の

影響で演奏会等も開けない状
況でも，頑張る姿に感動しました。

○先生の指揮に楽しく演奏する：吹奏部のみなさん
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気持ちを一つに！！ ロープジャンプ大会にむけて猛特訓中！！・・・・１月１３日（水）

○ １月２０日に行われます。 ロープ
ジャンプ大会に向けて，５年生が猛
特訓をしていました。昨年度も５年
生は優勝しており，今年も優勝を狙
っています。ロープジャンプは学級の

気持ちを一つに取組みます。今年は
どの学級に栄冠が輝くでしょう。

○休み時間もみんなで練習に励んでいる：５年生 体育の時間も練習する５年生

おいしい給食！！ みんなで楽しくいただきます？？・・・・１月１２日（火）

○ 子どもにとって給食は学校の
中で楽しみの一つです。本来
はなら，グループで楽しい会
話をしながらの給食風景です
が，コロナ禍の影響下では，

前を向いて一人食べます。一
年生は入学当初からこのスタ
イルですので，静かに黙々食
べていました。早く会話を楽し
みながら食べさせたいですね。

◎給食当番も

配膳も自分達

でできるよう

になった一年

○静かな中にも，笑顔でおいしく給食を食べる：１年生 生です
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新年 第2段！！ 新年書き初め大会！・・・・１月８日（金）

○ 新年の学校の取組みでは，
各学年書き初め大会がありま
す。昨日は６年生や２年生が
行っていましたが，今日は４年
生が学年で書き初め大会を１

～２校時にかけて行っていまし
た。どの子も課題「明るい子」を
楽しく書いていました。

○自分の書いた習字を友だちと見せ合う：４年生

新年！！ みんなで楽しく凧あげ会をしよう！・・・・１月７日（木）

○ 新年の遊びと言えば，以前
は羽根つきやコマ回し，凧あ
げなどありました。最近では，
外での遊びがめっきり減って
きたよう気がします。そんな中

なかよし学級の子ども達が，
買い物袋を利用して，たこ作
りを行い，楽しく凧あげ会をし
ていました。とても楽しそうで

した。
○初めは，教室

前のピロティで

練習していまし

た。

○自分で作った凧を走って楽しむ：なかよしの子たち
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第３学期スタート！！ 目標に向かって力をつけよう！・・・・１月６日（水）

○ ３学期がスタートしました。
１１日間の短い？(子ども達の声)
冬休みを終えて，元気な声

が校舎内に響いていました。
学校に明るさが戻ってきまし

た。
やはり学校は子どもが主役

だなぁ！とつくづく思いました。
始業式後に各学年，３学期

の目標を考え書いていました
どの学年も最終学期は，今

までできなかったことを中心

に書いてありました。実りの多

い学期になるといいですね！
○ 自分の目標を懸命に考え書いている：１年生

【３学期の目標を掲示する３年生】

【３学期の学級目標を考える５年生】


