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さすが６年生 入学式準備

(着任のご挨拶)

校長 照屋力男
２０１９年度の人事異動で崎原貴子校長の後任
てる や りき お
として着任いたしました 照屋力男と申します。
今年度は，私を含め，１９名の教職員が赴任して
参りました。上田小学校の子ども達のために，子ども達と一緒
に頑張って参りますので，保護者・地域の皆様には，これまで
以上のご理解とご協力を宜しくお願いします。
今年度も本校では，『豊かな心でたくましく生きる子どもの
育成』をめざして，子ども達に寄り添っていきたいと思います。
一人一人の能力を引き出し，豊かな人間性を培い，健康で明る
くたくましい児童の育成をめざし，職員一丸となって「チーム
上田小」の精神で指導・支援にあたります。
☆めざす児童像

☆めざす学校像
①子ども達が夢や目標を持ち，主体的に学び，
生き生きと活動する学校
②教職員が切磋琢磨し，協働する学校
③保護者や地域に信頼され，開かれ，連携・協働する学校
保護者や地域の皆様には，どんどん学校に足をお運びいただ
き，子どもたちの頑張りをご覧になって激励の声かけをしてい
ただけると幸いです。大いに子ども達の励みになると思います。
本校がこれから推進して参ります教育活動や子ども達の様子
については，今後とも学校だよりを含む各種たより等で機会を
捉えてお伝えしていきたいと思っております。
それでは，１年間，宜しくお願いします。
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始業式が終わった後の２校時，６年生
は，体育館で学年開きをした後，入学式
の会場準備を行いました。
始業式の校長あいさつの中で，「６年生には，上田小学校の機関
車となって学校を引っ張り，後輩達から憧れられる最上級生になっ
てほしい。」と話したとおり，先生方の指示を聴いて，テキパキと新入
生を迎える入学式場を設営する姿は，何とも頼もしく感じられまし
た。これから１年，どんなふうに上田小学校７３年目の歴史を刻んで
くれるのかと，期待が膨らむような立派な働きぶりでした。

ようこそ 上田小学校へ！
４月９日(火)，２０１９年度の入学式が行われ，
１３９名が新しく上田小学校に仲間入りしました。
ステージから２(3)人ずつ手をつないで入場してくる新入生たち
は，緊張して目の前の階段を気にする子，目ざとくお父さんやお母
さんを見つけたてニコッとする子など，様々な表情を見せてくれまし
た。保護者やご家族の皆さんは，きっと写真も
たくさんとってくれたと思います。
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さつしよう元気な声で)，○(一人でしよう自分のことは)，○(ルールを
守って安全に)】を守って友だちもたくさんつくり，楽しい学校生活
を送ってほしいと思います。 入学 おめでとうございます！！

【う】…うれしそうに学ぶ上田っ子
【自ら考え進んで学習する子】（確かな学力）
【え】…笑顔のすてきな上田っ子
【心豊かで思いやりのある子】（豊かな心）
【た】…たくましい上田っ子
【健康でたくましい子】
（健やかな体）

本年度の教職員です。よろしくお願いします

豊見城市立上田小学校

あいさつ上手な 上田っ子！

登校時，校門
で子ども達を迎
えていると，子どもたちのあいさつが素晴らしいと
感心しています。遠くからでも大きな声であいさつ
する子，帽子を脱いであいさつする，しっかりお辞儀する子，
ちょっと恥ずかしそうだけど…。お陰様で，朝から大変気持ち
よく過ごすことができます。ありがとうございます。
*印は新任職員です

力男*
【教頭】島袋 健 【教務主任】渡嘉敷 隼(3･4年理科)
１ 組
２ 組
３ 組
４ 組
５ 組
照屋 雅子
瀬長 捺美 * 大浦 菜津美 國吉 彩乃
儀保 由喜子
名嘉 恵子 * 上原 柊斗 * 米盛 京佳
小久保亜樹乃
平良 美矢子 澤岻 香苗
上間 理世
棚原 和香
仲宗根 涼子 伊敷 圭司 * 浜元 美弥
大濱 晋平
西原 睦
兼元 優希 * 宮里 佑紀乃 宮城 俊文 *
友利 弘子 * 玉城 翔
徳元 愛梨
赤嶺 英幸 *
濱崎 啓子(たんぽぽ１) 片桐 弓子(たんぽぽ２) 與世田 典子(すみれ１)
比嘉 弘美(すみれ２)* 嵩西 美香(クローバー) 山城 時子(言語通級)
宜保 秀明(５･６年理科) 具志堅 真理子(４･５･６年音楽)* 野原 文恵(養護教諭)*
比嘉 葉子(初任研指導教諭) 黒島 京子(初任研非常勤講師)*
伊藤 知子(JTE) 吉田 朝子(JTE)* (ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ)* 未定
潮平 孝子(学力向上推進補助員)* 大井 純一(特別支援教育支援員)*
又吉 未季子(図書館司書)* 金城 里代(登校支援員) ロザリオ宮城悦子(SSW)*
津嘉山 俊子(県費事務) 徳元 喜代美(市費事務) 安里 京子(給食事務)

「めるぽん」(学校メーリングサービス)の登録をお願いします。
上田小学校では，子どもたちの安心・安全を確
保するための情報や学校行事等についての緊急連
絡のために「めるぽん」を配信しております。
近年増加している｢不審者の出没情報｣や｢警報

【４月の主な行事】

○の数字は学年

８日(月) 赴任式 始業式
９日(木 入学式
クラブ1(希望調査)
１１日(木) 歯科検診①
１５日(月) 委員会活動
身体測定⑥ 16日⑤ 17日④
18日③ 19日② 22日 ①
１８日(木) 全国学力･学習状況調査⑥
１９日(金)～ 家庭訪問 26日まで
２０日(土) おきなわ地域教育の日
２１日(日) 家庭の日・ファミリー読書
２２日(月) クラブ活動2
２３日(火) 交通安全教室①
２４日(水)～ 蟯虫検査 ～26日
２６日(金) 聴力検査①②③⑤
4/27日～5/6

大型連休です！

の発令｣といった情報をタイムリーに知るツール
としても有効です。子どもたちの安全・安心を
守り，学校からの情報をリアルタイムで受信で
きるよう，メーリングサービスへの登録をお願
いします。なお，登録方法は，学校ＨＰをご覧ください。
URL http://elue.city.tomigusuku.okinawa.jp/index.jsp

