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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
児童数 835名 （9/10現在）

９・１０月の主な行事

校章

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
昭和39年制定
に羽ばたく上田小学校
上原正勝氏デザイン のシンボルである。

＊ ○の中の数字は学年です
＊ 変更の可能性もあります
＊ 念のため２か月分のお知らせです

一学期後半開始の日
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【９月の行事】
１日(水) 分散登校(夏休み課題回収，タブレット配付等)
学校だより8月号(8/19,学校ＨＰにのみ掲載)や豊見城市のＨＰにおいて
２～６
オンライン学習
「一学期後半開始日は9月1日」，とお知らせしたすぐ後に，9月7日へと
７日(火) 一学期後半開始日 分散登校日程
７･９日 宜保
再び延期され，更に地域ごとの分散登校となるなど，県内の新型コロナ １３日(月) 全員登校
８･10日 宜保以外
ウイルス感染拡大の影響を受けたとは言え，児童及び保護者の皆様を混 １４日(火) (午前中授業 給食無)
乱させてしまい，大変申し訳ありませんでした。児童及び保護者の皆様 １５日(水) 通常登校(5校時まで授業 給食有)
には，今後ともご家庭での感染防止の取り組みの徹底をお願いします。
お話朝会(オンライン)
9月1日(水)には，午前と午後に分けて分散登校となりましたが，久し
教育相談週間(児童対象) ～22日
ぶりに子ども達と顔を合わせることができ，健康観察や夏休みの課題の １８日(土) おきなわ地域教育の日
下校時刻の変更
回収，タブレット端末の持ち帰りに向けての指導を行うことができまし １９日(日) 家庭の日・ファミリー読書 教育相談期間中は，
全学年５校時までの
た。子ども達が各担任に夏休みの様子など楽しそうに話しているのは大 ２０日(月) 敬老の日(祝日)
授業を行います。
変微笑ましい光景でした。やっぱり学校には子ども達の
２２日(水) ＯＬ(オンライン)朝会
下校時刻 は14:45頃
となります。よろし
元気な声や姿が似合うなと思いました。
２３日(木) 秋分の日(祝日)
くお願いします。
一学期後半のスタートも，子ども達への感染拡大防止
２４日(金) 童話･お話大会校内審査日
を考慮して｢分散登校→午前中授業→通常授業｣，｢給食
２９日(水) ＯＬ朝会(放送･図書委員会紹介)
無し→給食有り｣等，市内全小中学校では，段階的に通常の学校生活に 【１０月の行事】
戻してきました。デルタ株による10歳未満の子どもから若年層にも感染
４日(月) 委員会活動⑥
者が増えていますので，これからも感染対策を強化して参ります。引き
６日(水) ＯＬ朝会(栽培･ボランティア委員会紹介)
続き，本人や家族に風邪症状がある時の登校自粛や濃厚接触･PCR検査実
８日(金) 一学期終業の日(お話朝会OL)
施等については，是非とも学校への情報提供をお願いします。
９日(土) 秋休み ～10/13(水)
１４日(木) 二学期始業の日(お話朝会OL)
つ な が っ た (ˆoˆ)/ !! Wifi
１６日(土) おきなわ地域教育の日
１７日(日) 家庭の日・ファミリー読書
9月1日(水)の登校日には，
２０日(水) 食育指導① ～21日
密を避け，少人数でより丁寧
２２日(金) 社会見学④
に指導するために，子ども達
３０日(土) ＰＴＡ美化作業(②④⑥)
には，午前と午後に分散登校 タブレットの使い方を練習中！
してもらい，健康観察や夏休みの課題の回収，そし
*年間行事予定にも変更があります。最新の情報は学校ＨＰでご確認下さい。(修学旅行，宿泊学習，音楽発表会…等)
てタブレット端末の使い方の練習を行いました。
子 ど も 達 の 生 活 リ ズ ム は … ～はつらつカードの集計結果より～
今回のタブレットの持ち帰りは，家庭でのオンラ
子ども達の学力を向上させていくためには，学校や家庭での学習はもと
イン学習を前提にしていましたので，担任や友だち
が側にいなくても起動や接続，｢class room｣への入 より，子ども達の生活リズムを整え，学習したことがスムーズに身につい
ていくようにすることも大切なことです。そこで本校では，望ましい生活
室や｢ミライシード｣での学習がしっかりと行えるよ リズムの定着をめざし「はつらつカード」で意識付けと実態把握を行っています。
うに，実際に教室で｢class room｣を使って担任と画
はつらつカードでは，｢早起き｣｢朝ごはん｣｢てくてく登校｣｢家庭学習｣｢元気なあいさつ｣
｢早寝｣の６つの項目について，５日間の実施状況を記録し，それを◎(20点)，○(10点)，
面を通してお話しができるように練習しました。
でも，そこは小学生。2日(木)の朝は，保護者の △(0点)と点数化し，100点満点で処理しています。７月に行ったはつらつカードの集計
結果は，次のとおりです｡(80点以上を斜太，75点以下を太線で囲っています)
皆さんにお世話になったと思いますが，思っていた
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 全体
1 早起き
７３ ７４ ７１ ７５ ７８ ７５
７４
以上に子ども達とつながることができたと，各担任
2 朝ごはん
９１ ９５ ９４ ９７ ９６ ９５
９５
も胸を撫で下ろしていました。
3 てくてく登校
６８ ６８ ７１ ７６ ８６ ８２
７５
今後は，学校の授業での活用はもとより，いろい
4 家庭学習
９７ ９５ ８９ ８４ ７９ ７４
８７
ろな形で有効に使っていけるよう職員
5 元気なあいさつ
８２ ８３ ７８ ７５ ７６ ７６
７９
6 早 寝
５６ ５２ ６６ ６５ ７５ ６３
６２
研修も充実させていきたいと思いま
※｢はつらつカード｣の結果から
す。ありがとうございました。
1 各学年とも｢朝ごはん｣，｢家庭学習｣，｢あいさつ｣については，意識されている。
2 多くの学年で｢早寝｣｢早起き｣について課題が見られる。
3 ｢早起き｣の点数が低い学年は｢てくてく登校｣の点数も低い傾向にある｡

学校だより６月号でも書いたとおり，子ども達にとっての｢睡眠｣はとても
大切です。｢うちの子，ゲームに夢中でなかなか寝ないんです｡｣なんて悠長なことを言っ
てる場合じゃありません。｢眠ること｣も立派な習慣です。ほっといても寝る子もいます
が，寝ない子には保護者の手助けが必要です。子どもの眠りは，未熟な頭と体の発達や
記憶の整理を促すものです。子ども達の｢良質な睡眠｣を大事にしてあげて下さい。

7日(火)からの一学期後半は，
地域別の分散登校でスタートしま
校舎に入る前に健康観察ｼｰﾄのﾁｪｯｸ
した。7日(火)と9日(木)は宜保，
8日(水)と10日(金)は宜保以外で割り振りを行いました。
学級によっては登校する児童数に偏りが出てしまい，急遽，調整させていただいたご家庭もあったかと
思いますが，ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。
緊急事態宣言が延長されたことを受け，校舎内に入る前に健康観察シートのチェックを行いましたが，
夏休み明けのせいか，分散登校初日は，朝の検温やシートを忘れてきた子が50人程いました。緊急事態
朝の検温を忘れた子供達
教室での様子
宣言発令中は，玄関前でのチェックを続けますので，特に低学年児童は，健康観察シートを取り出しや
すいようなご配慮をお願いします。また，汗をかいたり汚れてしまったりした時のために，予備のマスクも持たせていただけると大変ありがたいです。

「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。

学校からのお知らせや不審者情報等を受信できるめるぽん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。

