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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。

新型コロナウィルス感染症拡大防止のための休校措置について

照屋力男

上田小学校，２年目の校長，照屋でございます。
今年度は，知念教頭以下１９名の職員を迎えての
スタートとなりました。職員一同，上田小学校の
子ども達のために，子ども達と一緒になって楽しい学校づくり
に努めて参りますので，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
【う】…学ぶことが うれしい 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）
☆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

入学式も延期へ

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。

本年度の教職員です。よろしくお願いします

本日，始業式を終えたばかりですが，新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため，明日から４月１７日(金)ま
で，豊見城市内の小中学校は一斉に休校となります。
玉城県知事の県危機管理対策本部会議での「局面
が変わった…」との発表を受けた，子ども達の健康・
安全のための措置とご理解ください。
沖縄県だけでなく，都市圏や全国での感染者の増
加や政府の緊急事態宣言の効果等，今後も状況を注視していく必
要があります。今のところは，４月２０日からの学校再開を模索してい
ますが，今後の状況次第では，休校期間が延びる可能性もあります
ので，引き続き，各種報道や厚労省・沖縄県・豊見城市・上田小学
校のホームページ，めるぽん等の情報をよくご確認ください。
なお，臨時休校に伴い，３月に学校ホームページに掲載した「令
和２年度の行事予定」も変更を余儀なくされており，当面，
４月２０日からの「家庭訪問」は実施しません。その他の行
事につきましても検討し，改めてお知らせいたします。
３月の休校の際も，子ども達や保護者の皆様には不自由な思い
をさせてしまいましたが，今回もご理解とご協力をよろしくお願いしま
す。休校中の過ごし方については，各学級で指導していますが，ご
家庭においても話題にしていただきますようお願いいたします。

学校へは，「令和２年度入学式」のほとんどの準
備が整った4月7日（火）午後３時前に市教委より
「入学式延期」の決定が伝わりました。
６年生と全職員で準備を進めておりましたので大変残念で，晴れ
の入学の日がこのような形になってしまことに大変申し訳なく思いま
すが，ご理解とご協力をよろしくお願いします。
なお，新たな入学式の日程等につきましては，20日以降の学校再
開のお知らせと併せてお伝えいたします。(豊見城市・学校ＨＰ，めるぽん等)
*印は新任職員です

【校長】照屋 力男
【教頭】知念 英也 * 【教務主任】桃原 健(4年理科)
１ 組
２ 組
３ 組
４ 組
５ 組
１ 学 年 照屋 雅子
徳元 愛梨
田場 千春 *
棚原 和香
儀保 由喜子
２ 学 年 名嘉 恵子
杉本 優希
上原 柊斗
池原 恵璃奈* 島袋 朋子
３ 学 年 大城 栄子 *
金城 さおり *(上原 杏菜 *) ３組 宮城 健太 ４組 伊敷 圭司
４ 学 年 友利 弘子
神谷 海斗 *
上間 理世
大濱 晋平
５ 学 年 仲宗根 涼子
國吉 ひかり* 玉城 翔
宮城 俊文
６ 学 年 赤嶺 英幸
宮里 佑紀乃
渡嘉敷 隼
東恩納 優子*
特別支援 濵崎 啓子(たんぽぽ１) 片桐 弓子(たんぽぽ２)
学 級
與世田 典子(すみれ１) 比嘉 弘美(すみれ２) 仲村 圭達*(すみれ３)
高良 典子*(クローバー) 山城 時子(言語通級)
専
科 宮國 定明*(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) 永田 理紗*(非常勤講師) 潮平 孝子(学力向上推進補助員)
講
師 伊藤 知子(JTE) 吉田 朝子(JTE) 金城 里美*(JTE) (ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ) 未定
・
支 援 員 砂川 俊規*(特別支援教育支援員) 野村 美智子*(特別支援教育支援員)
又吉 未季子(図書館司書) 仲村 昌子*(登校支援員) (SSW) 未定
事 務 室 當銘 貴子*(県事) 徳元 喜代美(市事) 安里 京子(給食事務) 宜保 健彦*(SSS)

「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を
「めるぽん」で配信しております。

【４月の予定】
７日(火) 赴任式 始業式 (各教室で実施)
８日(水) 入学式 （２年生以上は休校）
～４月１７日(金)

臨時休校

１８日(土)
１９日(日)

おきなわ地域教育の日
家庭の日・ファミリー読書

２０日(月)

学校再開

※学校再開後の行事等につきましては，後日，お
知らせいたします。
※臨時休校期間中は，その趣旨に則り，部活動な
ども停止とします。
※春休み期間中に県外へ旅行又は県外から転入
した児童は，健康状態の把握をお願いします。
※休校期間中，新型コロナウィルスに感染，又は
疑いがある場合は学校へ連絡して下さい。
※めるぽんや学校HPはこまめにご確認下さい。

今回の休校措置や学校再開，不審者情報や警報等
の発令などといった情報をタイムリーに受信するこ
とができるよう，登録をお願いします。登録方法は，
学校ＨＰをご覧ください。ＱＲコードからご案内いたします。
URL http://elue.city.tomigusuku.okinawa.jp/index.jsp

