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豊見 城 市立上田 小 学校
〒901-0244
豊見城市宜保１丁目１番地４
Tel 850-0037 Fax 856-5536 図案の全体を誇り高い鷲にまとめた。胴体は｢上田｣の文字で骨組み，
児童数 753名 （11/28現在）中央のとがった三角形は無限の可能性と発展を表す。大空に羽ばたく
上田小のシンボル。（昭和39年制定。上原正勝氏デザイン）

１月の主な行事予定
１日(水) 元日(祝日)

来年はどんな年にしようかな…
2019年12月も下旬を迎え，２学期前半の登校日もあと
４日となりました。先日の「上田っ子発表会」では，年末の慌
ただしい時期にも関わらず，子どもたちを激励していただき，ありがとうご
ざいました。「一人一人が主人公 最高のステージで 笑顔かがやけ 上
田っ子」のテーマのもと，子どもたちは一生懸命に取り組んできました。当
日はテーマの通り，一人一人が輝く発表になったと思います。(詳細はまた後日…)
さて，12月25日は２学期前半の終了日，26日からは冬休みです。この
時期は，どこもかしこも，とにかく忙しく，慌ただしくなります。ご存じの通り，
「忙しい」とは「忄(りっしんべん)」に「亡」と書きます。「あれこれとせきたて
られ落ち着かない気持ちになる」ということです。年末は社会の動きに心も
振り回されている感じになります。ここで大人が「心ここにあらず」のような
状態になると，当然，子どもたちもフワフワと浮き足立ってくるものです。学
校では，年末年始を安全に楽しく過ごせるように，各学年に応じて｢冬休み
のしおり｣を作成し，指導を行っています。ご家庭でもご指導願います。
ありきたりですが，2019年の締め括りとしての年末，2020年のスター
トとしての年始の過ごし方について，各家庭でしっかりと計
画を立てて頂きたいと思います。安心・安全で規則正しい
生活やお年玉の使い道，家庭での役割，家族や地域の一
員としての行事への参加など，年末年始の冬休みだからこ
そできる学びがたくさんあります。是非子どもたちに伝えてあげてください。
来る２０２０年の子年もご家族や地域の皆様にとって良い年となりますよ
う心より祈念いたします。新年もまたよろしくお願い致します。

～５日(日) 冬休み後半
６日(月) ２学期後半開始日(お話朝会) 委員会活動
９日(木) 人権の日
１０日(金) 授業参観日
１３日(月) 成人の日（祝日）
１５日(水) 生活朝会
１８日(土) おきなわ地域教育の日
１９日(日) 家庭の日･ファミリー読書
県PTA研究大会(八重山大会)(上田小PTA実践発表)
20日～24日 教育相談旬間(３回目)
２２日(水) 学年朝会
２５日(土) 旧正月
２６日(日) ＰＴＡもちつき大会
２９日(水) 音楽朝会

Merry Christmas and a Happy New Year!

第２回 表 彰 朝 会

年賀はがきの寄贈について
市内郵便局から手紙文化継承
の取組の一環として，全児童分
の年賀はがきを寄贈していただ
きました。ＰＣや携帯電話で「明けおめ！」
の風潮もありますが，日本のよき伝統とし
て受け継いでいきたいと思います。一人一
枚ですが，是非ともご活用ください。

ハイサイ！ ミーシンシーヤイビーン ユタシク ウニゲーサビラ

4月から9月まで島尻教育研究所という所で「授業づくり」
の研究をしていました。10月1日から上田小学
校３年２組の担任をしています「宮城健太」
と申します。久しぶりの３年生担任！元気いっ
ぱいの子どもたちから毎日パワーをもらいな
がら，運動会，上田っ子発表会と大きな行事
にも参加でき，楽しく過ごしています。これか
らもどうぞよろしくお願いします。 (̀•ᴗ́• )̑̑ ﻮ

今回も表彰朝会で「日頃から頑張っているたくさんのお友だち」を紹介することができました。 12/4

☆第39回新報児童ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会 【小1女子1位】 島袋 あやめ 【小2男子3位】 佐和田 翔 【小４男子２位】 島袋 北斗
☆第５９回島尻地区児童・生徒科学作品展 【銀賞】 山﨑 陽斗④
【銅賞】 豊見本 瑛太③
☆第１９回勇躍少年柔道大会 【１年女子１位】 島袋 あやめ 【２年男子２位】 佐和田 翔
☆第２９回児童・生徒平和メッセージ 作文部門 特別支援の部 【優良賞】 比嘉 良誓④
☆第１９回全国小学生「あかりの日」ポスターコンテスト 【入選】 鶴田 湧丸①
☆令和元年度全日本通信珠算競技大会沖縄県大会 団体総合競技小学校の部 【奨励賞】 金城 陽菜乃⑥ 国吉 瑛士⑤ 我喜屋 美姫⑥
☆第十四回琉球新報学校新聞コンクール 個人新聞の部
【金賞】 齊藤 悠真⑥ 赤嶺 美結⑥ 内嶺 拓海⑥ 新城 こなつ⑥ 田村 菜々⑥ 邊見 公佳⑥ 堀川 隼暉⑥ 屋嘉部 安寿⑥
☆第４０回沖縄県小中学校柔道選手権大会 【小１女子２位】 島袋 あやめ 【小２男子３位】 佐和田 翔 【小４男子１位】 島袋 北斗
☆第１７回豊見城市児童・生徒オリンピック大会
【小６男女 4×100mR 第１位】島袋 綾音 越智 理仁 玉城 杏菜 大城 宏斗
【小６女子 100m 第１位】 島袋 綾音
【小６男子 100m 第１位】 大城 宏斗
【小５女子 100m 第１位】 仲間 萌愛
【小４女子 100m 第１位】 金城 留依
【小５女子 走り高跳び 第２位】 玉城 花
【女子共通 ジャベリックボール投げ 第３位】 神谷 美楽⑥
【小６女子 800m 第３位】 野崎 実優
【小６男子 走り幅跳び 第３位】 喜納 舞斗
【小５男女 4×100mR 第３位】金城 月奈， 長嶺 紀玖， 仲間 萌愛， 潮平 創輔
☆第５６回糸満地区小学校陸上競技大会 【６年女子 走り高跳び 第３位】 下地 美悠
【６年男子 100m 第３位】 大城 宏斗
☆第１５回 スポーツデポカップ 豊崎交流大会 男子 【準優勝】 上田小学校（男子ミニバスケット部）
☆第８７回全国書画展覧会
【書の部 特選】 新川 和奏⑤
【画の部 特選】 新村 紗夏① 鶴田 湧丸① 名嘉 莉依子① 久高 寛士② 上原 乙花② 大田 悠雅② 東江 咲紀②
伊波 詢平③ 大城 成藍④ 新垣 伶和④ 儀間 凜大良④ 具志 龍馬④ 與那覇 美愛④ 安谷屋 楓真④ 當銘 琉心④
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しまくとぅば で「耳グスイ｣コーナー
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☆木ん 青さる 間 どぅ
【意味】木も

青い

たみらりーん

間こそ

曲げられる

【解説】木の枝を思うように曲げるには，まだしなやかで若い時が最適である。だいぶ大きくなってからでは，
簡単に曲げられるものではないし，無理をすると折れてしまう。これと同様に，人間も若いうちにしか思うように鍛錬できないと
いうこと。運動能力や学習もそうだが，特に心の教育や躾に関しては，子どもがまだ幼い間にすることが大切である。
親に反発する年頃になってからではもう遅い。若いうちにしっかり教育しなければこちらの望むような効果は得られな
いという教え。子育てにおける教訓として用いられる。
「鉄は熱いうちに打て」と同じ意味。 ｢沖縄の黄金言葉より｣

「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。
学校から配信されるお知らせや不審者情報等をリアルタイ
ムで受信できる｢めるぽん｣への登録をお願いします。
なお，登録方法については，学校ＨＰをご覧ください。

☆『上田小ホームページ』では各種たよりをカラーでご覧いただけます。
①｢豊見城市立上田小学校｣で検索する
②【http://elue.city.tomigusuku.okinawa.jp/index.jsp】
③【豊見城市ホームページ】→【教育・スポーツ】→【学校・教育】
→【小中学校に関すること】→【市立小中学校一覧】→『上田小学校』

