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学びの秋
運動会という大きな行事を終え、子ども達は、次なる目標に向けて頑張っています。
1６日には、校内実力テスト（全学年）が実施され、学年前期の力を確かめます。毎日
の授業や PC を使った朝の漢字、お昼のドリルタイムで培った力を十分に発揮し、最後
まで粘り強く取り組んでもらいたいと思います。ご家庭でも子ども達の日々の努力への
励ましをお願いします。

指定研究発表会が行なわれました
１１月１日（火）に本校で、うるま市指定研究 2 年次の発表会を開催しました。これまで 2 年
間継続してきた PC を使った授業の工夫の発表です。授業学級は 6 年 1 組。たくさんの先生
方がお見えになるので、学年広場へ机を移動し授業を行いました。授業の内容は英語の単元
「What country do you want to visit？行きたい国」。これまで自分が作った紹介文を、友
だちに聞いてもらい、分かりやすく、より興味を引くよう、手直しをしていくという高学年らしい「思
考」を要する授業でした。40 名近い先生に囲まれながらも、子ども達は、恥ずかしがることな
く、大きな声で発言したり、なぜこの国が好きなのかを、相手に伝わるように、真剣に伝えていま
した。発表のコツ①Cｒear ｖoice（はっきり） ②Smile（笑顔で） ③Eye contact(目を見て)
を意識して、本当に楽しそうに 45 分英語に浸っていました。その後行われた授業研究会では、
今年度もどうぞよろしくお願いします。
子ども達の学ぶ意欲、アプリケーションソフト「ロイロノート」などの
PC 活用スキルの高さ、教師
の緻密に計算された授業づくりが高い評価を受けていました。未来に生きる子ども達に必要な
力が身につくようこれからも子ども達とともに頑張っていきたいと思います。
授業の感想①（田場心希さん）
いろいろな学校の先生方がたくさん見に来
て、私はとても緊張したけど、友達や、みんなと、
発表していくうちに緊張感がほぐれていき、授業
の最後は、とても楽しく終われてよかったと思い
ます。
また、隣の人にスラスラと発表することがで
き、よりくわしく発表できてよかったです。

授業の感想②（佐渡山龍飛さん）
今日の研究授業では、英語をしました。英語
の授業ではパソコンを使って「ロイロノート」で
ペア―と一緒に国のことを発表して直すところ
があったのでやりました。めっちゃいろんな学校
から来ていた人に見られていたから恥ずかしか
ったです。 これからもクリス先生と紘子先生と
英語をがんばっていきたいです

参観したうるま市内の先生
方のグループ討議の様子

校 長 講 話
10 月 25 日、パソコンを使ったオンライ
ン放送で校長講話を行いました。内容は①
運動会での各学年の頑張り②学びの秋の
話をしました。特に②について、「夢を実
現するために学ぶ」こと、そのためには 45
分の授業に積極的、主体的に取り組む」こ
と、「各種学力調査の結果をもとに苦手な
所や、市の平均との差」について具体的数
字をあげて話をしました。学年によって受
け止め方はそれぞれですが、「あきらめず
に最後まで努力したい」という力強い言葉
をたくさん聞くことができました。
【本校の子ども達の素晴らしさ】
各種学力調査で、6 年生が全員空欄０。
その他の学年もほとんどの児童に空欄が
見られませんでした。最後まで粘り強く取
り組む姿勢が身につきつつあります。
子ども達の学びの自立に向けて、家庭学
習等ご家庭での励ましをお願いします。

避難訓練
11 月２日は広域地震・津波一斉避難訓練
でした。教頭先生の避難指示を受け、高台
（グランシャリオ駐車場）へ 1 次避難をす
る予定でした。当日はあいにくの雨天のた
め、教室の廊下までの避難となりました。
実際に災害が起こった際は、2 次避難場所
の与勝中にも避難することも全体で確認
し、訓練を終えました。実際に災害が起こ
った時の行動について各家庭でも、具体的
に話し合いをしていただけますようご協
力をお願いします。
【初めて体験する 1 年生の避難訓練】

机の下で頭を守りながら、両手で
しっかりと机の脚を支えています

祝 新聞スクラップコンテストで
大きな賞を受賞
10 月 24 日にタイムスホールで開
催された第 12 回県新聞スクラッ
プコンテスト（主催：沖縄タイム
ス社）で本校放課後子ども教室か
ら応募した 2 名の児童が大きな賞
を受賞しました。応募総数 3156 点
の中からの快挙です。本当におめ
でとうございます。指導していた
だいた担当の友寄さんありがとう
ございました。また、5 年生は学
年全員で「慰霊の日」の記事をも
とにコンテストに挑戦しました。
【沖縄タイムスの記者に取材を受けました】

【県知事賞】
星崎弓奈（ゆな）さん
「１つ 4 万円のｻｸﾗﾝﾎﾞ」
最初私は、１つのサクラ
ンボが 4 万円もするなん
てと本当にびっくりしました。なぜ高いかとい
うと、実がハートの形をしてとても大きくて甘
いからだということがわかりました。このサク
ランボの作り方を教わりたいです。

【沖縄県 PTA 連合会会長
賞】上藏心結（こころ）さん
「ﾚｯｻｰﾊﾟﾝﾀﾞのｻｸﾗとﾁｬﾙ」
私はﾚｯｻｰﾊﾟﾝﾀﾞがとてもか
わいかったので興味を持ち
ました。記事を読むと、ｻｸﾗとﾁｬﾙが仲良しだ
ということがわかりました。長い文章を 3 回
も書き直したので手が痛くなりました。

４年 1 組をお願いします
1０月 1 日より４年 1 組の砂川綾
乃先生の研修補充として安座間建
拓（けんご）先生が、着任しまし
た。昨年嘉手納小で学習支援員と
して勤務していました。子ども達
ともすぐに打ち解け楽しく学校生
活を過ごしています。
小学校 2 年生からバス
ケをはじめました。身
長は１８０㎝で、ダン
クシュートもできま
す。４年 1 組の子達と
仲良く楽しく過ごして
いきます。どうぞよろ
しくお願いします。

ハロウィンクイズラリー
児童会が初めてのイベントを計画・実施しました。事前に2～8名のグループを作り、校内5か所に掲示されているクイズをウォークラリー
で解いていきます。1問正解するごとにスタンプがもらえ、10個たまると、ラッキーカード（図書室の本貸し出し＋１チケット）が人数分もらえます。図書室担当や各
学年の先生方と何度も話し合いをし、開催することができました。当日は、高学年・低学年みんなが楽しそうにイベントに参加していました。児童会役員の皆さん、児
童会担当の先生方素敵なイベントの計画・実施をありがとうございました。
児童会役員の感想
児童会役員

松元優奈さん

初めての児童会の企画

ラッキーカードを手に自慢げな５年生。
上位でゴールしました。

児童会担当

迎里愛美先生の感想

10 月 31 日に児童会で企画し、ハロ
ウィンクイズを行いました。この

でどうなるか、とても不安

企画は児童会 6 名の児童で南原小を

でした。でも、児童会のみん

盛り上げたいとお話があり子ども

なと協力してできたので、

たちが全てを企画、準備、進行して

成功できてよかったです。皆が楽しそう

きたものです。計画書やクイズを作

に参加しているのを見て、
「やってよかっ

成したり、全校生徒が楽しむためにはどうしたらよ

たな」と、とてもうれしくなりました。ま

いのか会議をしたりと試行錯誤を繰り返して準備を

た、自分たちが努力したことが結果とし

する様子がありました。そして本番のハロウィン。児

て目に見えたこともうれしかったです。

童会の子たちは一人一人が役割を果たして仕事をす

今回私が成長したことは、自分から企画

る姿が印象的であり、輝いていました。また、何より

が出せるようになったことです。また、新

このクイズラリーを通して、参加してくれた子たち

しい企画で、みんなを喜ばせたいと思い

の「楽しかった」という言葉や賞品をもらった時の笑

ます。

顔がとても印象的でした。イベントを通して、児童会
の子たちを含め子供たちが成長する姿に頼もしさを

児童会役員

根川拓人さん

感じるとともに勇気や希望をもらいました。いろい

準備が整わなくて、当日

ろな方々の協力をいただきながら開催できたこと担

までバタバタしていました。

当として感謝いたします。ありがとうございました。

でもみんなが楽しそうに参
ゴールでスタンプの数のチックを受け
ます。無事１位でゴール!！

加してくれて本当に良かっ
とは、思わなかったことが起こったこと
です。
（鉛筆が返ってこなかったり・・・）
皆と一緒に団結して頑張ったり、協力
した所が成長できたかなと思います。
次からは、あわてないように役割分担
をしっかりとして、気を付けて取り組み
たいと思います。

難問（右）に挑戦する１年生。フォーローする児童会は実のお兄ちゃんです。

11 月の行事

たと思います。大変だったこ

11 月 9 日（水）福祉講演会 3 時間目 高学年
知花さおりさん
「知ってみよう、多様なお友達」
10 日（木）福祉公演会 3 時間目 低学年
伊波朝一さん（車椅子バスケ）
「夢や目標の実現」
13～14 日（日･月）修学旅行（6 年）
古宇利大橋を歩いて渡ろう
海洋博記念公園
16 日（水）校内実力テスト（1～5 年）
22 日（火）感謝集会
24 日（木）社会見学

