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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。

心のお勉強会！! イライラした時の対処法！！ １１月２４日（水）
○ うるま市では，今年度
から「心の教育」を今ま
で以上に充実させようと
様々な取組みを行ってい
ます。本校でも，各学年
年間に約８時間程度，
「心の勉強」を計画的に
実施しています。今日も３
年生が，イライラしたとき
の場面や対処法につい
て，みんなから出た良い
アイディアをクロムブック
の画面越しに共有し，話
合いを行っていました。
みんな，良く頑張っていました。

○心の勉強会で，クロムブックを活用しみんなと意見交換する：３年生

通常の風景に戻りました！! 理科の勉強も楽しく！！ １１月1９日（金）
○ コロナ禍の状況下で
は，理科の授業も制約
がありました。コロナの感
染拡大も少し落ち着き，
グループ席の理科室で
も通常の授業が行われ
るようになりました。
また，これまでと違う

点は，授業で日常的にク
ロムブック活用している
ことです。理科では，実
際の実験を確かめたり，
その実験方法を動画で
確認するなど，子ども一
人ひとりに合った学びが

○：理科室でクロムブック活用し通常の授業を行う：５年生 展開されていました。
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１１月の校長先生のお話！! 運動会の映像に笑顔！！ １１月1８日（木）
○ 今日は１１月の校長
講話でした。運動会で頑
張った子ども達の様子
や演技やリレーに向けて
協力や団結の大切さを
話しました。さらに，運動
会では各学年が協力し
て素晴らしい演技に感
動したことを伝えました。
最後に，運動会の様

子を収めた写真をプレ
ゼンし動画風に流しまし
た。写真の中に写る友だ
ちや自分を見つけては

○運動会の映像に写る友だちの表情を見て歓声をあげる：４年生 歓声をあげていました。

秋ですね！! 校庭の花も木々たちも変わったかな！！ １１月1７日（水）
○ １年生が生活科の学
習で秋を感じてみようと，
校庭の木々や草花の変
化の様子を学んでいま
した。
沖縄県では，なかなか
植物の変化，紅葉等が
見られず，また，校舎建
築に伴い，植樹された木
々等も若く，子どもにとっ
ても，秋を感じるのは難
しいかもしれません。そん
な中でも，木々の小さな
変化の様子を懸命に見

○ 木の実や葉っぱなどの,小さな変化を見つける：１年生 つけていました。

音読劇にご招待！! がまくんとかえるくんになりきって！！ １１月1６日（火）
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○ 先週行われた運動会
も無事に終え，今日から
また，通常の学校に戻り
ました。そんな中，２年生
から，音読劇をしますの
でと招待して頂き，参観
することになりました。
国語の教材のなかに
「お手紙」という物語の
主人公のカエルにふん
して，音読や動作を入れ
て劇をしていました。みん
なお手紙を待つカエル
さんの気持ちをよく表現
していて，とても楽しい音
読劇でした。

○ ガマ君とカエル君の気持ちになって音読する：２年生

運動会を成功させよう！! 事前準備はまかせて！！ １１月12日（金）
○ 今週，日曜に開催予
定の運動会に向けて，全
ての準備を行うのが６年
生です。
６年生は，自分達の競
技の他に，運営にも携わ
ります，児童会役員，体
育委員や放送委員など
が，中心となり様々な委
員会が各所で運動会を
支えます。コロナ禍の影
響で簡素化した運動会
になり，活動の場が制限
させるなかですが，懸命
に準備する６年生は，本
校の誇りです。

○先生方と協力しながら，運動会用テントを建てる：６年生
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ねぇ， 美味しそうでしょう！！ みんなでクッキーづくり!! １１月1１日（木）
○ 理科室で６年生がテ
コの学習を参観している
ときに，家庭科室から，
甘い匂いが漂ってきまし
た。楽しいのしている声
が聞こえてきたので，様
子を覗いてみると，支援
学級の子ども達がカップ
ケーキづくりに挑戦して
いました。薄力粉を上手
く練りながら，好きな形を
作り，焼き上がりも上手
くできていました。みんな

美味しそう
に食べてい
ました。

○みんなで協力しながら，カップケーキを作る：支援学級の子たち

運動会本番目前です！！ 開会式・閉会式の練習です！！ １１月10日（水）
○ 今週，日曜日の開催
予定の運動会に向け，
本日は開会式・閉会式
の合同練習をしました。
今年の運動会は，開

会式は１年生と６年生の
みの参加，閉会は６年生
のみの参加の予定です。
開会式の練習では１

年生を６年生がリードし，
これまでのような開会式
ではないですが，準備運
動まで一緒に頑張ってく
れました。運動会の日が
楽しみです。

○６年生の体育委員会を中にラジオ体操を行う：１年生と６年生

幼小連携です！！ 幼稚園児も運動会がんばります！！ １１月９日（火）



- 5 -

○ 本校は，小学校と幼
稚園が同じ校舎内にあ
ります。県内でもとてもめ
ずらしいです。その良さ
をいかして，様々なことで
連携しています。運動会
もその一貫です。今日も
元気よく，かけっこやお遊
戯の練習を頑張っていま
した。

○幼稚園先生の指示でかけっこやお遊戯の練習をする：幼稚園児

楽しいです！！ ４年生～６年生が一緒にクラブ活動！！ １１月８日（月）
○ 毎月，月始めの月曜
日は，４年生～６年生ま
でが好きなクラブに集ま
って活動をします。１０以
上の様々なクラブがあり
その中でも，特に人気の
あるクラブには，男子は
スポーツ系，女子は手芸
や料理系です。今日も各
クラブでは，子ども達が
楽しく活動していました。

○４年生～６年生までの男子が集まって卓球を楽しむ：卓球クラブ
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読書感想文・感想画！！ 学校代表が決まりました！！ １１月５日（金）
○ １０月は読書に親しも
うと，学校では読書月間を
実施しました。読書郵便や
先生方による好きな本の
紹介，さらに，読書感想文，
感想画の取組み等もあり
ます。その中で，特に秀で
たものを学校代表として中
頭地区大会へ選出されま
す。児童玄関横の大きな掲
示板に今年の代表児童の
作品が掲示してあります。
どの子の作品も，学年代表
だけあって，どれも素晴らし

○ 各学年の代表作品を見て，感想を話し合う：6年女子児童 い出来映えです。

放課後の運動場！！ 元気なかけ声が響きます！！ １１月４日（木）
○ 運動場ができて，通常
の授業や遊びでも，子ど
も達の元気な声や楽し
そうに走り回る様子が見
られます。
また，放課後も様子が
一変しました。毎日のよ
うに部活動が行われ（野
球部・サッカー部）の子
ども達が一生懸命に練
習する姿が見られ，頑張
る子ども達に先生方も
元気をもらっています。
指導される監督さん

等にも感謝ですね！！

○練習に励むの子ども達とピースで応える野球部の女子選手
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「あいさつは心の窓」！！ 朝のあいさつ運動展開中！！ １１月２日（火）
○ 毎朝，児童玄関前か
ら，元気な子ども達の朝
のあいさつの声が響き
わたります。
学校では，クラス毎に，
靴箱の前の廊下に一列
に並び，朝のあいさつ運
動を行っています。朝か
ら子ども達の元気なあ
いさつは，とても気持ち
のいいものです。
今朝も担当の４年生

の元気なあいさつの声
から学校がスタートしま

○朝のあいさつ運動！！元気いっぱいあいさつする：4年生 す。

学校のリーダーです！！ 各種委員会活動！！ １１月１日（月）
○ ６年生は，各学校の顔
としてよく表現されます。
それは，６年生を見るの
その学校がわかると言
われるからです。本校の
６年生は，とても素直で
良く働きます。今日も６年
生が月１回の委員会活
動を行っていました。運
動会に向けて，運動の整
備を行う体育委員会や
卒業式に向けて花の苗
を植えている栽培委員
会など，それぞれが学校
のために活動しています。

○運動会に向けて，白線を引くなど整備を頑張る：体育委員会
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卒業式に向けて，苗づくりを行う
栽培委員会

月毎に，全体の掲示板を飾る
掲示委員会


