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令和３年度 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Ⅱ」を掲載中です。

レッツ エンジョイ イングリッシュ！！ 英語教育！！ ９月３０日（木）
○ ２０２０年から、新学習指
導要領にもとづいて小学校
での英語教育が実施されて
います。
英語教育の重要性はかね

てより指摘されてきたことで
すが，グローバル化に備え、
国際社会で活躍できる人材
を育成することです。
そのためには、世界に通

用する実践的な語学力を習
得できるように、英語教育の
強化や内容の刷新が不可
欠とされています。本校でも，
６年生が楽しく英語を学ん
でいました。世界に羽ばたく
赤道っ子を目指して欲しい

○クロムブックを活用し，英会話を楽しむ：６年生 です。

太陽の動きを調べよう！！ 理科って楽しいな！！ ９月２９日（水）
○ 小学校３年生になると
これまで，生活科の中で
学んでいた理科的な教
育が本科的に理科とい
う教科になります。始め
て学ぶ理科の授業に興
味津々の子ども達です。
今日は校長室前で，

太陽の動きを観察しな
がら，１日の中でどのよ
うに太陽が動くのか，感
動の声をあげながら学
んでいました。これからも
理科に興味関心の高い
子に育って欲しいです。

○友だちと一日の太陽の動きを調べる：３年生
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お勉強がんばります！！ 校内授業研究会にむけて！！ ９月２８日（火）
○ 先生方も，これからの
新たな時代に迎って，子
ども達の資質・能力を向
上させるには，どのような
授業づくりが必要か学
校として共通した授業づ
くりが求められます。
今週金曜の５校時に，
学校を代表して１年生の
先生が公開授業研究会
を行います。今日は，それ
に向けての PC を活用し
た遠隔操作を行いなが
らの授業をしていました。
初めて多くの先生方

に授業を見られても頑
○授業研究会に向けて，元気よく発表する：１年生 張っていました。

体育大好き，赤道っこ！！ つかまえられないぞと鬼遊び！！ ９月２７日（月）
○ 本校には，人工のゴム
マットを敷き詰めた，大きな
中庭（運動広場）あります。
現在，運動場が使用でき
ないなか，思いっきり動くこ
とができる場所です。
今日も１年生が体育の

時間に，鬼ごっこやプラフー
プ，縄跳びをしていました。
元気に走り回る１年生を見
ているのは，こちらまで元気
が貰えます。もうすぐ運動
場も使用できます。大きな
運動場で元気に走り回る
赤道っこが見られるのが楽
しみです。

○体育の時間，中庭で元気よく鬼遊びをする：１年生
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読書大好き，赤道っこ！！ ようこそステキな本の世界へ！！ ９月２４日（金）
○ 今月の校長講話の中
で，小学３年生の頃に，夢
は「牛のお医者さんになる
こと」決めた少女の本を紹
介しました。図書館のおい
てあったのですが，早速何
名の子ども達が借りて読
み始めていました。このよう
に，赤道っこは本が大好き
な子どもが沢山います。
１学期の児童平均読書

冊数は約４０冊でした。コロ
ナ禍の影響で自宅で過ご
すことも多いので，今こそ読
書に親しむ良い機会なると

○休み時間になると図書館で好き いいですね。
な本を探す：各学年の子ども達

初めての習字！！ なかなか上手く書けないけど楽しい！！ ９月２２日（火）
○ 小学校の教育課程で
は，国語の学習の一貫で３
年生から，習字の学習が
約１０時間程度あります。
初めて習字を学び，筆や
墨を扱うのに興味津々の
子も多く見られます。お手
本を前に，上手く書けるポ
イントを先生から学びなが
ら，必死に書いていました。
上手くかけるといいね！！

○初めての習字を互いに見せ合いながら学ぶ：３年生
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校長先生問題ください！！ 難しい問題もがんばるぞ！！ ９月２１日（火）
○ 今日も，子ども達が休
み時間や掃除後の休憩
時間に「校長先生，問題
解けたよ，もっと難しい問
題ください」と校長室に
来ました。
先日の校長講話で問
題を出した後，各学年の
子ども達が，もっと難しい
問題をくださいと毎日来
るようになりました。低学
年の中には，５年生の難
しい問題も解いてくる子
もいて，驚かせられます。
子どもの解きたいとい

○もっと難しい問題をくださいと笑顔を見せる：２年生 う意欲を今後も大切にし
たいですね。

校内童話・お話大会！！ 参加総人数１６３名！！ ９月1７日（金）
○ 今年の童話・お話大会
に参加した児童数は，１６３名
です。凄いことです。その中か
ら，各学年代表児童６名で校
内童話・お話大会を行いまし
た。大会参加者は，学校の職
員と代表児童，ＰＴＡ会長さん
と代表児童の保護者の皆さ
んです。全児童の前での発
表でなく，少し残念でした。
また，今年は市内大会が

中止になり，発表の場が最後
になりましたが，どの子も堂々
と童話，お話を発表してくれ

○これまでの練習の成果を披露する：各代表のみなさん ました。
素晴らしい発表会でした！！
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9月の校長講話！！ 夢を実現するには＝○×○です！！ ９月1６日（木）
○ 今日は月に１度の校
長講話の日です。毎月，
その月や子ども達の今
の状況に応じたテーマを
考えて話をします。今月
は自分の夢を実現する
には，というお話の中で，
小さな子牛を育てる体
験から，獣医になる夢を
実現した少女の話を中
心に映像を交えながら
話しました。子ども達の
感想には，自分も○×○
をがんばろうという感想

○講話の後，夢を実現するにはみんなでと考える：4年生 が多く見られました。
○×○の意味は子どもに聞
いてください。

授業研究会！！ 先生方も一緒に学び合います！！ ９月1５日（水）
○ 先生方の多くの仕事
中で，子ども達に確かな
学力の定着を図ること
があります。その為には，
先生方同士で互いに授
業参観を行う，研究授業
を頻繁に行います。
今日は２年生と５年生
の先生が授業を公開し
てくれました。コロナ禍の
状況下で，ＰＣ（クロムブ
ック活用）しての授業は，
子ども達にとっても，分
かりやすい授業になって

○クロムブック活用し，国語の説明文を考える：２年生 いました。
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理科の授業風景！！ コロナ禍でも学びを止めません！！ ９月1４日（火）
○ 現在，本校ではコロナ
禍の状況下，児童の感
染の防ぎ，児童の学びを
保障するか，日々奮闘中
ですが，これまで当たり
前に行っていた理科室
でのグループ学習も緊
急事態宣言が終わるま
では控えています。
それでも，クロムブック
活用し動画等の映像を
通して学びを進めていま
す。早く実験等のみんな
で楽しくやらせてあげた

○クロムブック活用し地球の環境の変化を学ぶ：５年生 いです

早く遊びたいな！！ もうすぐ運動場ができます！！ ９月1３日（月）
○ 運動場を使用できな
くなってから約２年近くな
ります。子ども達が待ち
に待った運動場が完成
します。
工事の状況によります
と１０月からは，運動場
が利用できそうです。ま
だ，体育倉庫と飼育小
屋は完成していませんが
体育の授業等には差し
支えないそうです。今日
も運動前通路で遊んで
いる子ども達は，早く遊
びたいなぁと運動場を眺

○新しい運動場を前に笑顔で答えてくれた：３年生 めていました。
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上手くできたよ！！ 旧式でも大活躍中です！！ ９月10日（金）
○新しい PC （クロムブッ
ク）の活用が始まり，パ
ソコン室設置されている
旧式のパソコン室を，今
後はどのように活用して
いくことが大きな課題で
した。
今日は３年生の子ど

も達が，上手く活用して
いました。特に旧式は，キ
ーボードや画面が大き
く，ローマ字を覚えて練
習するにはとても有効で
した。古くても，有効利用

○キーボードで文字や図を作成する：３年生 は大切ですね。

素晴らしい！正解です！！ 夏休み校長先生からの問題！！ ９月９日（木）
○ 夏休みに解いてね，と
６年生を対象に，数学の
ジュニアオリンピック等
で出題される難関の問
題を出してみました。その
中で数名の子ども達が，
見事に解答してくれまし
た。問題の中には√を用
いて解く問題もあり，小６
にはと思いましたが，頑
張ってくれた子ども達を
褒めてあげました。
これからも，校長先生
からの問題を出題し学
ぶことの楽しさを広げた

○見事に解答し，ステキな商品を手に笑顔の：６年生 いと思います。
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輪投げ大会！！ みんなで仲良く競争しよう！！ ９月８日（水）
○ 本校には，特別支援
学級が５クラスあります。
今日はその１つのクラス
で，協力することや仲良
くすることの大切さを学
ぶために，輪投げゲーム
大会を行っていました。
声をかけてもらい，一緒
に楽しくゲームをしまし
た。新聞紙を活用し，輪
っかでしたが，みんな上
手く入れていました。
子ども達と楽しい時

間を過ごせました。

○ 輪投げゲーム大会を楽しむ：特支の子ども達

みんな静かにね！！ 楽しい給食時間もデイスタンス！！ ９月７日（火）
○ コロナ禍の影響は，学
校生活を一変させます。
特に，デルタ株の感染
拡大防止のため，子ども
にとって学校生活で楽し

みにしている給食時間も
こんな感じです。本来な
ら，給食は友だちと会話
をしながら楽しんで食事
をする時間です。残念で
すが，しばらく我慢の日
々が続きますが，乗り越

○ フェイス・シールドをして給食を食べる：２年生 えていきたいものです。
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２学期が始まりました！！ 元気な歓声が校舎に響く！！ ９月６日（月）
○ コロナ禍の拡大防止
のため.，通常より約１週
間遅れて，２学期が始ま
りました。元気な笑顔や
歓声が学校に戻ってきま
した。学校は子ども達の
元気が一番です。
さて，今年の始業式は
校長室と各教室をリモー
トで繋ぐ方法で行いまし
た。久しぶりに登校した
子ども達からは，早く学
校に行きたかったとの声
も聞かれ，いよいよ長い
２学期のスタートです。一
人一人が充実した学期
になるように頑張ってい

○ 校長室と教室をリモートで始業式を行う：５年生 きたいと思います。

児童を代表して始業式で挨拶する：児童会役員

始業式終了後に，漢検準2級に
合格し，全児童の前で表彰され
る6年生女子


