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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。

すごいなぁ！！ みんな静かにお勉強している！！ ２月２６日（金）

○ 幼稚園の園長も兼ねて
いる関係で月１回の幼稚園
でのお誕生会に招かれま
す。そこで，その月の誕生日
の園児には，小学校巡りとい
う，園児がとても楽しみにし
ているイベントがあります。
もうすぐ１年生になる年長

さんは，１年生の教室で学ん
でいる小学１年生をずっと羨ま
しく見ていました。もうすぐ入学
ですが待ちきれない様子でした。

○ 教室で勉強している小学１年生の見つめる：幼稚園園児
校長室ではしゃぐ園児たち

ワァーイ！！ 力を合わせて，クリアーするぞ！！ ２月２４日（水）

○ 体育館から，大きなと
歓声と子ども達の躍動す
る音がしました。３学年全
体でで，アスレチックなコ
ースを体育館いっぱいに
設定し，様々な課題設定
ステージをクリアーしてい
ました。リズムハードル，縄
跳び潜り，平均台わたり，
跳び箱など様々なステー
ジをどの子も楽しそうの
挑戦していました。
敏捷性が発達する３年

生頃には，こういう運動
は，とても必要な運動で

○ リズム良く，縄跳びの輪を跳びはねる：３年生 す。
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わぁ，見て見て 大きな花が咲いたよ！！・・・チューリップ ２月２２日（月）

○ ２校時・３校時は長い休
み時間です。子ども達に
とって，とても楽しい時間
です。その時間に１年生の
ベランダから，にぎやかな声
がするので，のぞいてみる
と何名かの子が，チューリ
ップに水やりのお世話を
していました。中には，こ
れまで育てたチューリップ
が，真っ赤なお花が咲い
たので，嬉しそう顔をして
見せてくれました。
継続してやり遂げ，感

動する体験を大切な学び

○ チューリップの花が咲いて，喜びの顔を見せる：１年生 としていきたいですね。

後は私たちに任せてください！！・・・各種委員会引き継ぎ式！ ２月１９日（金）

○ 昨日の午後のことです
６年生から５年生への委
員会引き継ぎ式がありま
した。これまで学校のリー
ダーとして活躍してくれた
６年生から，５年生へのバ
トンを渡す時が来ました。
会では，６年生の代表

がエールを５年生の代表
が感謝をそれぞれ述べ
て，各委員会に分かれて，
６年生から仕事内容の引
き継ぎを行いました。
今日から頑張る５年生

の姿にがんばれと応援し

○ ５年生に，委員会をがんばってねと，エールを送る：６年代表 たくなりました。
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今日のお話はなんでしょうか！！・・・月に1回，校長先生の話！ ２月１８日（木）

○ どの小学校でも，月に１
回は，全児童に向けての校
長講話があります。今年は
コロナ禍の影響で体育館
で集まっての直接の話が
できません。そこで，事前に
ビデオで撮影し，画面を通
して話を聞いてもらいます。
内容は，今の子ども達に

伝えたい大切なことを中心
に話します。今月は，命の大
切さを「ドラえもん」の話を
創作し，お話しました。みん
な命の大切さについてしっ
かり考えてくれました。

○ 校長先生のお話を真剣きいて考える：２年生

私たちみんなの偉大な大先輩です！！・・・・志喜屋孝信先生 ２月１７日（水）

○ ４年生にとって，本校校
区内に出身者に志喜屋
孝信先生がいらっしゃるこ
とは，とても誇りに感じて，
孝信先生を学ぶ事をとて
も大切にしています。今日
は，４年生から，孝信先生
の劇を演じますから，参観
をお願いされました。一人
一人が役になりきって，素
晴らしい劇を見せてくれま
した。保護者の皆様にも，
動画撮影をご覧いただき
たいと計画しています。

○ 教師時代のエピソードを演じる：４年生
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これはどう考えたの！！ 対話的に深い学びの授業！！ ・・・・２月１６日（火）

○ 国による新たな教育観
が打ち出され，学校での子
どもの学び方が以前より，
大きく変わったところがあり
ます。先生が説明をして，そ
れをノートの書き写し，理解
できる子が発表するような
スタイルの授業から，・・・
本校ではグループを作

り，まず自分で考えを持ち，
その後の，友だちと，互いに
聴き合いながら，学びを進
め，理解を深めて授業に変
わるつつあります。一番大
切にしていることは，一人の
子も学びから，見捨てない

○各グループ，友だちと聴き合いながら学びを進める：６年生 ことです。
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静かにきれいにしましょう！ 今週は黙々清掃週間です！！ ・・・・２月１５日（月）

○ 今週から，本校では静
かに，お話せず，黙々と掃
除を懸命に行う，黙々清掃
週間が始まります。全先生
方も掃除の様子を見守り
ながら，集中で来ていない
子には声をかけいきます。
黙々清掃には「がまん玉

・親切玉・見つけ玉」３つの
玉を合い
言葉を目標
にがんばろ
うと取り組ん
でいます。

○ 各学年の靴箱を黙々清掃する：クラスの担当のみなさん

もうすぐ１年生だ！ ただいま練習中です！！ ・・・・２月１２日（金）

○ 現在の教育は，幼小中
高と学びを継続して行うよ
うに，計画されています。特
に幼稚園から小学校へ入
学がスムーズに行くように
連携を図っています。幼小
連携教育です。今日も幼稚
園の年長さんのクラスでは
担任の先生のお話を集中
し，きちんと聞いていました。
遊び中心の学びから，教

科書での学びに大きく変わ
ります。素敵な新１年生を
目指し，

○ 担任の先生の話を集中して聞く：幼稚園年長さん がんばれ幼稚生！！
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やる気満々です。！！ 笑顔，絆いっぱいの児童会役員引引継式！・・・・２月10日（水）

○ 今朝，児童会役員引継
式を行いました。旧児童
会役員から新児童会役
員へ赤道小伝統の６つの
カギを引き継ぎました。
①笑顔②責任③あいさ

つ④協力⑤きずな⑥笑顔
・・・どれも素敵な引継の
言葉です。新児童会役員
も気持ちを新たにやる気
に満ちています。

○６つのカギを引き継ぎ笑顔のいっぱいの：新旧役員

朝から静かに黙々と。！ 2月は学力向上月間！！ ・・・・２月９日（火）

○ 沖縄県やうるま市は１年
を通して，児童の学力定着
を目指して，取組みの強化
月間を年３回行います。２
月も学力向上強化月間で
す。本校でも，その取組み
の一つとして，朝の自習を
年間を通して「火曜日＝国
語，水曜日＝算数」を実施して
います。今日も，朝から静かに
黙々と取組んでいました。

○ 国語のフラッシュドリルを集中して学ぶ：６年生 漢字のドリルを黙々する５年生
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ねぇ，，見て見て，上手でしょう！ 不思議なボックスハウス？・・・・２月８日（月）

○ ４年生ともなると，自分
の考えやアイディアが多
様になり，作品作りにも個
性が見られます。４年生の
教室では，図工の時間に
アイディアを凝らした，不
思議な箱？で各自がそれ
ぞれ好きな物を作ってい
ました。材料も自分が考
作りたいものを持ち寄り，

友だちと交
換しながら
作品作りを
楽しんでい

○ 様々な表情のある箱作りを楽しむ：４年生 ました。
カエルハウス

満開です！！・・・・・・・学校の桜の花も陽気に誘われ！！ ２月５日（金）

○ 今年は，新校舎建設，さら
に運動場の整備等で，なかな
か校庭を花いっぱいにするこ
とが難しいところですが，校門
側面に植えてある，近日の温
かな日々に，誘われるように桜
の花が満開しています。桜の
満開の花を眺めながら，下校
する本校の子ども達の背中を
見ながら，どの子も将来，桜の

花のように，
素敵な未来

の花を咲かせ

欲しいと願う
ばかりです。

○ 校門近くの，満開の桜の木のしたを下校する：低学年
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楽しく本を読もうね！ すごいね。お利口さんだね！・・・・２月４日（木）

○ 先生方も出張や急用，体
調不良などで，学校を休む場
合があります。その場合には
特に低学年は，安全面や学習
面に不安にならないように，他
の先生方時間を調整し，指導
します。
今日は，１年生が図書館で
静かに本を読んでいました。
担任の先生が休みで，図書
館の先生が対応していました
が，誰一人も騒がず，静かに

集中していました。日頃の先

生の指導の素晴らしさを感じ

○ 誰も話さず，全集中で，読書に夢中な：１年生 ました。～凄い１年生だ！！～

きれいな花を咲かそう！ お世話なった６年生のために！・・・・２月３日（水）

○ 卒業式まで約１ヶ月あまり
ですが，素敵な卒業式にしよ
うと５年生が鉢植えを張り切っ
ていました。プランターに土を
入れ，マリーゴールドの花を一
つ一つ丁寧に植える姿には，
次年度の学校のリーダーとし
て期待がもてます。素敵な卒業
式になるように頑張りましょう。

○ みんな協力して，プランターに花を植えている：５年生



- 9 -

わぁーい！待って！ 早く急いでつかまえるぞー！・・・・２月２日（火）

○ 今日は３年生の体育の
授業に参加しました。子ど
も達と一緒にいろいろな
鬼遊び（進化ゲーム・リス
と木こり・台風・そして H ２
O ）の３種目です。最初，
あまりルールが分からず，
なかな乗れない子達が，
だんだんゲームの面白さ
に引き込まれ，休み時間
になっても，まだ，まだ，や
りたいと夢中になり，笑顔

あり，笑いありの楽しい一

○ 男女，仲良く手をつなぎ，楽しくゲームする：３年生 時を過ごせました。

２月ですが・・・！ 温かな日差しに誘われて！・・・・２月１日（月）

○ 今日から２月です。朝から，
温かな日差しに囲まれ，天気
も陽気に「ぽかぽかって」感
じです。旧校舎も完全に取り
壊され，運動場予定地も更地

になってきました。新校舎に
は，２月とは思えないほどの日
差しが降り注いでいます。子
ども達も，明るい日差しに誘
われるように，外で元気よく鬼
遊びをしていました。運動場
の完成が待ち遠しいです。

○ 温かな日差しのなか，楽しく鬼遊びをする：４年生
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