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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。

令和２年度 修了式！ 大きな成果を次の年度へ！！ ３月２４日（水）

○今年度はコロナ禍の影響も
あり約２ヶ月遅れの５月２１日
からスタートしました。今日の修
了式を無事に終えることがで
きるのか不安な日々でした。
運動会や学習発表会等，思
い出に残る行事はできなかっ
たけど，子ども達の明るい元気
と笑顔，一生懸命に頑張る姿
に職員も元気づけられ，ここま
で来ることができました。
これまで，ご支援，ご協力頂
いた保護者の皆様に心から感
謝しています。
長い間，観て頂き，応援して

くださった，キラリ☆赤道っこも
今日で今年度の最終号です。
ありがとうございました。

○1年間のがんばり（よい子のあゆみ）を手にして喜ぶ：１年生

５ 年生 ２年生

４年生3年生
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令和２年度 第４１回 卒業式！！ 未来へ羽ばたけ卒業式！！ ３月２３日（火）

○ 六年生１０３名が赤道
小学校から旅立ちました。
今年は，コロナ禍の影響
で教育活動がうまく機能
せず，これまで，当たり前
にできたことや運動会な
どの様々学校行事が中
止になり，卒業式まで迎
えられるのかと不安の１
年間でした。
そんな中でも今年の卒
業生は，明るく素直で何
事にも頑張る子どもでし
た。中学校でも，自分の夢
実現に向けて頑張って欲
しいです。
未来へ輝け！！卒業生！

○静かな中にも，凛とした雰囲気の中で卒業証書を上取る：卒業生
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卒業おめでとうございます。！！ お別れ卒業行進！！ ３月２２日（月）

○ 今日で在校生は，卒業
生とお別れです。最後に，
在校生を代表して，お別
れのあいさつをにこにこ
広場で行いました。
５年生が代表して感謝
の言葉を述べた後に，卒
業生から後輩へ頑張れ
のエールが送られました。
その後，各学年の廊下に
並んだ在校生の作った花
道を通って，お別れの行
進をしました。
立派な卒業生が巣立

っていく姿に，在校生も寂
しい気持ちでいっぱいで
した。
ありがとう卒業生の皆さん

○ 在校生を代表して卒業生に感謝を述べる：５年生
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失礼します。！！ 最後のそうじにきました！！ ３月１９日（金）

○ 今年，最後の校長室の
掃除に，２年生が来まし
た。毎週金曜日が掃除の
日です。掃除の始まりは，
校長室前の廊下担当の２
年生が，「校長室もやって
いいですか」と声をかけ
てきてくれたのが始まりで
す。みんな一生懸命に掃
除してくれます。働き者の
２年生です。（ 感謝）

○ みんなで協力し，校長室をきれいに掃除する：２年生 ソファｰのマットの下まで掃除

卒業しても いつまでも 友だちだよ！！ お別れ遠足！！ ３月１８日（木）

○今日は６年生にとって小
学校最後の大きな行事，
さよなら遠足でした。朝
から天気にも恵まれ
て，中原小近くのうま
んちゅ健康広場で楽し
く過ごしました。 みんな
の笑顔が眩しい一日でした

○ リーダーからハンターゲームをルールを聴く：６年生 ゲームを楽しむ６年生
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みんなよくがんばりました！！ かがやきノート５冊達成！！ ３月１７日（水）

○ こんなに書けたよ！と
笑顔で校長室に，１年生
の子ども達が，かがやき
ノートを達成したと報告に
きました。入学間もない頃
は，文字を書くにも必死
だった子たちがこんなに
書けるようになりました。
すごいですね！

おいしい給食いただきます！！ お別れ給食会！！ ３月１６日（火）

○ 今日は，小学校卒業
をお祝いして，６年生に
のみ，給食のスペシャル
メニューでした。普段以
上に楽しみな給食に６
年生も大喜びでした。特
にイチゴやぶどうなどフ
ルーツやケーキもあり，
とても豪華でした。

○ 給食センターから栄養
士さんや調理の職員も参加

○ 普段以上に，豪華な給食を喜んで楽しく食べる：６年生 してくれました。
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全集中で聴こう！！ 保護者のによる読み聞かせ ３月１５日（月）

○ 今日は保護者による
子ども達への朝の読み
聞かせ今年度最終日
でした。朝早くから保護
者や関係者の皆様が集
まっていただき，全学級
で読み聞かせが実施で
きました。保護者による
読み聞かせは，子ども
達からも好評で毎回楽
しみにしています。６年
生も熱心に絵本の聴い
ていました。

ＰＴＡ会長も熱心に読聞かせ！
○ 保護者の熱心な読み聞かせに真剣に聞き入る：６年生

6年生のお兄さん，お姉さん 大変お世話になりました ３月１２日（木）

○ 本日の１校時に６年
生にとっては在校生と
行う最後の行事，６年
生に贈る会を実施しま
した。各学年から御礼
の言葉とダンスを披露
してくれました。２年生
からは手作りのプレゼ
ント，５年生はクラス対
抗の綱引きを行い大
いに盛り上げてくれま
した。今年の６年生は，
とてもやさしく下級生
からも人気の素敵なお
兄さん，お姉さんでし
た。これまで，お世話に
なりました。

○下級生のダンスに拍手でこたえ，手をたたいて喜ぶ：６年生
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ダンスを披露する３年生 素敵なプレゼントを渡す１年生

綱引き勝負する５年生

お兄ちゃん，おねぇちゃん こっちに来てね！！幼稚園児と交流会 ３月１１日（木）

○ 幼稚園児と現５年生
との交流会は例年行っ
ています。幼稚園児が
入学すると６年生になる
現５年生との関わり合い
が多いので，事前に顔を
知って仲良くすることが目
的です。今週の８日～１１
日までクラス毎に交流会
をしました。

○5年生と幼稚園チームに分かれてドッヂボールを楽しむ：幼稚園児

４年生のダンスに飛び入りし，盛り上げる６年男子
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早く，早く，ボール回して！！ 学年ドッヂボール大会！！ ３月１０日（水）

○ 学年度末になると，
各学年の総まとめを行
います。２学年も合同
で学年ドッヂボール大
会を行っていました。
どのクラスも負けじ

と懸命にボールを追い
かけ，中には当てたり，
当てられたり，うまく逃げ
たり，また，チームの応援
にも熱が入り楽しいドッ
ヂボール大会でした。

○ 懸命にボールを追いかけドッヂボール大会を楽しむ：２年生

赤道小学校４０周年記念！！ 記念品贈呈式！！ ３月９日（火）

○ 創立４０周年記念事
業の一つに，児童への
記念品の贈呈がありま
す。表に新校舎が写っ
た写真と裏には，全児
童の学年ごとの全体
写真のある下敷きと紅
白のタオルです。
今日は，戸谷ＰＴＡ

会長と高江洲，稲嶺両
ＰＴＡ副会長が参加し
児童を代表して６年生
に贈呈しました。式を
通して母校を大切にす
る気持ちが育つことを
願っています。

○創立４０周年記念事業で下敷きと紅白記念タオル受け取る：６年生
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おめでとうございます。！！ 赤道小学校４０周年記念！！ ３月８日（月）

○ 先週，行われた授業
参観時に見られた保
護者の皆様も多くいる
と思います。本校校舎
玄関左端の掲示板に
赤道小学校４０年間の
歴史の歩みとして，そ
の年ごとの１枚の写真
を掲示しています。参
観された保護者の中
には自分の写真を見
つけて懐かしさに浸っ
ていました。

○ 時を忘れて，ずっと見ていたくなる４０年分の赤道小の写真

これもいいね！！ まだまだ着られそう，新品だね！！ ３月５日（金）

○授業参観日に合わせて，
ＰＴＡ主催の学用品リユー
ス・リサイクル 事業を開
催しました。特に鍵盤ハー
モニカや小さくなった式服
など，その時に必要なもの
はありがたいです。今年は
保護者の方から，大量のＴ
シャツの寄贈もあり，児童
玄関前は，大賑わいでした
物を大切にする心の育成に

もつなが
ります。今
後の取り
組みたい
と思いま
す。

○ たくさんあるＴシャツの前で，あれこれ楽しく選ぶ：保護者の皆様
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今日のお勉強は，いつもよりがんばるね！！ 授業参観開催！！ ３月４日（木）

○ 今年度は，コロナ禍
の影響で，本来なら当
たり前だと思われてい
たことが，学校教育の中
でできないことが多くあ
りました。授業参観も思
うように開催できず，本
日，念願の授業参観が
実施できました。多くの
保護者に子ども達の学
ぶ様子を参観して頂き
ました。
頑張っている我が子

の様子を見る保護者の
眼差に，これからも向き
合い答えていきたいと

○ 久しぶりに我が子の学ぶ様子に微笑む：保護者の皆様 思います。

えっと！ なんだったけなぁ！ なんだ簡単じゃん 到達度調査！！ ３月３日（水）

○ 今日は，ひな祭りで
す。低学年の学年掲示
板にも，手作りのかわ
いいひな人形さんを掲
示してあります。
給食もひな祭りスペ

シャルメニューでした。
そんな日に，本校で

は，これまでの学びの
総合テスト（５年・６年
到達度調査・４年以下
市のテスト）を実施し
ました。現学年の学習
の定着度はかるもので
す。６年生は，小学校
最後のテストに懸命に
取り組んでいました。

○ 真剣な表情で小学校生活最後の到達度調査に挑戦する： ６年生 さすが６年生です。
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ジャンプ ジャンプ！！ どっちが早いか見て見て！！ ３月２日（火）

○ 「どっちが早いか競
争だよ。スタートの合図
をしてね」と笑顔で声
をかけてくれた子ども
達です。特別に支援を
要する子どもの学級で
は，学習面以外に自立
活動という学習があり
ます。筋力や体力を付
ける活動もあり，今日は
バランスボールを使っ
ての体力向上を図って
いました。遊びの要素
を取り入れながの体力
作りは子ども達に大人

○ バランスボールで競争し，楽しく運動する：特別支援の子たち 気でした。

ねぇねぇ！！ この後は，どうするの！！放課後子ども教室 ３月１日（月）

○ 早いですね。３月に入りま
した。本校でも２月の緊急宣
言中は，外部の方の訪問を
控えさせていました。
３月から宣言が解除され，

外部人材を活用した放課後
子ども教室を再開しました。
放課後に家庭科室で講

師を招いて，牛乳パックを利
用した素敵なボックスを作り
ました。放課後子ども教室
は，毎週月曜日の放課後に様

々なことを行っ
ています。参加
申し込みはＰＴ
Ａ事務の島袋ま

で問い合わせく

○ 牛乳パックを利用した素敵な箱を作る：低学年 ださい。
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