
豊見城市立上田小学校 校章
と み ぐすく し りつうえ た しようがつこう

〒901-0244
豊見城市宜保１丁目１番地４
Tel 850-0037 Fax 856-5536
児童数 892名 （4/1現在）

○の中の数字は学年

８日(金) 令和４年度 赴任式・始業式
１１日(月) 令和４年度 入学式

委員会活動⑥
１２日(火) 身体測定⑥

上田こども園入園式
１４日(木) 歯科検診
１５日(金) ＰＴＡ評議員会

はじめまして，４月１日より校長に就任いたしました上原千秋です。 １６日(土) おきなわ地域教育の日

本校に勤務するのは２度目で，今年25歳・22歳・21歳になるお子様を担 １７日(日) 家庭の日･ファミリー読書

任いたしました。分離前の大規模校で大変なことも多くありましたが， １８日(月) クラブ活動2

保護者の皆様の協力が素晴らしく，特に運動会当日の朝，大雨で水浸し １９日(火) 全国学力・学習状況調査⑥

になった運動場を，たくさんの保護者が先生方と一緒にスポンジで水を ２０日(水) オンライン全校朝会

吸い上げ，整備し，無事開催となった時，テントで待つ子ども達と一緒 尿･蟯虫検査 ～4/22

に大喜びしたのを今でも鮮明に覚えております。 家庭訪問(字宜保)

今年は「うきうき えがおで たくましい上田っ子」を合い言葉に，地 ２１日(木) 交通安全教室①

域の宝である子ども達の「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の育 ２５日(月) 聴力検査①②③⑤

成について，学校の教育活動全体を通してその達成に向け取り組んで参 ２７日(水) 春の遠足

ります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。 ２８日(木) ＰＴＡ総会(Web決議〆切)

また，保護者の皆様には，「早寝・早起き・朝ご飯・自分でできるお ２９日(金) 昭和の日(祝日)

手伝いの取組」についてもご協力くださるよう重ねてお願いいたします。 新型コロナウイルス感染状況によって
最後に，始業式では「自分の良いところを見つけ，励まし，自信を持 は，学校行事を中止又は変更することが

とう」とエールを贈りました。子ども達の幸せのために学校・家庭・地 あります。ご承知おき下さい。また，朝
域が協働し取り組んでまいりましょう。よろしくお願いいたします。 の検温や健康チェックシートの記入等，ご家庭での感染予防の

取り組みも，引き続き宜しくお願いします。

4/11

始業式終了後には，本校最上級生の６年生が入学 本日，令和４年度入学式を行いました。今年も新型コ
式の式場準備，終了後には５年生がプランターや椅 ロナウイルス感染予防のため，新入生と保護者及び関係
子の片付けを行いました。上田小学校の高学年とし 職員のみで執り行いました。
ての自覚と働きぶりに温かい気持ちになりました。 ちょっと大きめのランドセルを背負って登校してきた
これからも学校行事や委員 新１年生１８４名の皆さんは，児童玄関前で大きなこい

会活動，低学年のお世話など のぼりに迎えられ，貼り出された名簿で学級を確認し，
みんなのお手本になってもら 教室で名札をつけてもらってから式に臨みました。
いたいと思います。 新入生の皆さん，保護者の皆さんおめでとうございます。

本年度の教職員です。よろしくお願いします *印は新任職員です

【校長】上原 千秋 【教頭】知念 英也 【教務主任】桃原 健(3･4年理科) 新型コロナウイルス感
年 組 １ 組 ２ 組 ３ 組 ４ 組 ５ 組 ６ 組 染予防のため，これまで
１ 学 年 川崎 智子 * 與儀 愛菜 照屋 葵 勝連 裕衣子 金城 里胡 * 田場 千春 「朝の検温」と「健康チェ
２ 学 年 金城 さおり 田中 朋子 * 市耒 隼人 末吉 夏妃 我那覇 優季* 國吉 ひかり ックシート」の記入･サイン等にご協力
３ 学 年 饒平名 陽子* 新垣 雄介 東恩納 優子 海老沢 郁海* 原岡 泰次 いただき，ありがとうございました。
４ 学 年 赤嶺 淳子 * 座間味 周哉* 渡嘉敷 隼 金城 由紀子* 今年度も感染予防の徹底を図って
５ 学 年 赤嶺 英幸 本田 あみ * 上間 理世 神谷 海斗 参りますので，引き続きご協力をお願
６ 学 年 奥間 ナリ子* 前田 涼菜 * 宮城 俊文 大浜 剛 いします。

特別支援 金城 香代子*(たんぽぽ１) 本村 史香*(たんぽぽ２) 高良 典子(すみれ１)池原 恵璃奈(すみれ２) また，本人だけでなく，家族に風邪

学 級 與世田 典子(すみれ３) 川上力斗*(すみれ４) 登野城 昌悟(すみれ５) 症状の見られる時も登校できません
大城 栄子(クローバー) 山城 時子(言語通級) 比嘉 弘美(発達通級) ので，確認をお願いします。
友利 弘子(５･６年理科) 上田 さと子(４･５･６年音楽) 野原 文恵・大城尚子*(養護教諭) 併せて，PCR検査を受けた・濃厚
川口 正一(初任者指導) 新垣 友梧*(非常勤講師) 潮平 孝子(学力向上推進補助員) 接触者となった場合等も，速やかに学
伊藤 知子(JTE) 吉野 みき*(JTE) 脇 龍平(ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ) 校へ連絡いただきますようお願いしま
野村 美智子(特別支援教育支援員) 當銘 葵(特別支援教育支援員) 吉嶺 智美(特別支援教育支援員) す。依頼が多く心苦しく思いますが，
中本 亜紀(図書館司書) 宜保 冴(登校支援員) (スクール ソーシャル ワーカー) 未定 昨今の事情をご理解いただきご協力

事 務 室 當銘 貴子・宮良つかさ*(県事務) 眞鶴 春香*(市事務) 宜保 健彦(スクール サポート スタッフ) くださいますようお願いします。

学校からのお知らせや不審者情報等を受信できるマチコミへの登録をお願いします。学校
からのお知らせには，「学校全体に関わるもの」と「各学年に関わるもの」とがあります。そこで，伝達漏れを防ぐことや卒業すると自動的にリストから削除されることなど
から，お子様ごとに登録していただくようご協力をお願いします。尚，うまく登録作業ができないという方は，ＰＣメールがブロックされていて返信メールが届かない，という
ケースもあるようです。その際は，お手数ですが，各携帯電話会社へお問い合わせの上，ブロック解除設定をお願いしてください。

令和４年度 学校だより 4月号 令和４年4月12日

う え た っ 子

「マチコミメール」(学校メーリングサービス)の登録をお願いします。

４月の主な行事予定

ようこそ上田小学校へ ～入学式～てきぱき働く 上田っ子！

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，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
に羽ばたく上田小学校
のシンボルである。

昭和39年制定
上原正勝氏デザイン

家庭訪問のつづき
4/22 宜保1丁目
4/25 宜保2～4丁目
4/26 上田
4/28 上田山川･高安･渡嘉敷･校区外

身体測定のつづき
4/13 ⑤
4/14 ④
4/15 ③
4/18 ②
4/19 ①

専 科
・

講 師
・

支援員

春の遠足目的地
１年 海軍壕公園
２年 グスクロード公園
３年 豊崎にじ公園
４年 平和創造の森公園
５年 沖縄ワールド
６年 平和祈念公園

ご協力のお願い!

学ぶことがうれしい【知】えがおのすてきな【徳】たくましい【体】

豊かな心でたくましく生きる子を育成します


