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今年度もキャリア教育の一環として、 

子ども達の将来の夢やなりたい仕事を児童 

玄関に掲示してあります。集計してみると希望の多かった仕事は、 

１位 パティシエ・ケーキ屋 56 人 ６位 学校の先生 29 人 

２位 野球選手 42 ７位 医者 28 

３位 保育士 41 ８位 バスケットボール選手 25 

４位 サッカー選手 35 ９位 俳優 声優 25 

５位 警察官 32 10 位 ゲーマー 24 
の順でした。低中高学年別に見るとベスト 5 は、以下の通りでした。 

１・２年ベスト５  (人) ３・４年ベスト５  (人) ５・６年ベスト５ (人) 

1 パティシエ・ケーキ屋 30 1 パティシエ・ケーキ屋 17 1 保育士 17 

2 警察官 19 2 野球選手 13 
2 
野球選手 14 

3 保育士 17 

3 

バスケットボール選手 11 医者 14 

4 野球選手 15 学校の先生 11 4 ゲーマー 13 

5 アイドル 女優 声優 15 博士・学者・研究者 11 5 サッカー選手 12 

 将来の夢やなりたい仕事をもつことは、学びに向かう力・学ぶ意欲にもつながり

すばらしいことです。なかには、なりたい理由やそのためにどんなことをがんばるか

書いている子もいました。「なりたい自分」を「なれる自分」に近づけることで、得

意なことやできることが増え自信につながり、自己肯定感が高まります。ご家庭でも

子ども達の夢を否定することなく、応援してあげて下さい。 

 

 

 
10月2２日に沖縄タイムス主催「夢の種まきプロジェクト  

MASAマジック学校巡回事業 夢をあきらめないで」が、5・6 
年生を対象に体育館で行われました。協賛は、ざまみダンボール、 
個別指導Axis、ペットボックス、南西石油さんです。 

MASAマジックさんがマジシャンになりたいと思ったきっかけは、高校生の時に見た
セロのストリートマジックだそうです。夢を実現させるためには、まず、想像すること 
イメージ。そして、信じる心 ビリーブが大切と話してくれました。講話の合間に超一
流のマジックを交え、「あきらめなければ夢はかなう」と子ども達にエールを送ってく
れました。子ども達にとって楽しく貴重な講演会でした。ありがとうございました。 

  

 

 

本校では、昨年度より地域協働学校(ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ）

をスタートしています。11 月 24 日に第 1 回学校

運営協議会を開催し、委嘱状交付、役員選出（会長

：石原昌直、副会長：濱元盛正）と学校経営方針等の説明、意見交換を行いました。 

「地域に開かれた学校」から「地域とともにある学校」へ をスローガンに学校と家

庭・地域の絆を深め、学校の課題解決に取り組んでいきたいと考えています。 

【 学校運営協議委員 】 

No 氏 名 役職等 No. 氏 名 役職等 

1 屋比久 孟隆 
宜野湾青少年補導員協議

会会長 
6 山城 美奈子 愛知高層団地自治会会長 

2 石原 昌直 前宜野湾小ＰＴＡ会長 7 大城 朱子 宜野湾小ＰＴＡ会長 

3 濱元 盛正 さわやか会会長 8 金城 信枝 地域コーディネーター 

4 米須 隆 愛知区自治会会長 9 友利 久美子 教頭 

5 森田 進 中原区自治会会長 10 松村 徹 校長 

 

  

 

 

 嬉しいお知らせです。 

11 月 6 日、県教育庁で行われた 

令和２年度県教育関係職員表彰式に 

於いて、本校の花城あゆみ教諭（授 

業改善リーダー）がこれまでの実績 

が評価され、優秀教職員として表彰 

されました。 

おめでとうございます！！ 

 

 

 

 

11月24日、日頃お世話になっている6団体（蝸牛

の会・3 自治会・さわやか会・ゆたしく会）の代表の

皆さんをお招きして、ありがとう集会を行いました。

今年は、全体朝会ではなく、昼休みに学年代表の児童

から感謝状・メッセージカードを贈呈しました。 

 

 

 

 

 先週、５年の又吉遼太さんのお母さん 千秋さん

（ソーシャルワーク専門学校）からマスク 150 枚と 

介護に関するパンフレットの寄贈がありました。 

早速、５年生の児童に配布し、コロナ予防に活用さ

せて頂きました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 ＰＴＡの交通安全指導は、現在１年生の保護者が担

当ですが、連日多くの方が、立哨当番を頑張って頂い

ています。ありがとうございます！！ 

【 行 事 予 定 】※○の中の数字は、学年です。 

１１月２６日(木) ５年離島体験事業→１月に延期 

         エイズデー授業～１２／３ 

１２月 １日(火) 身体計測⑥ 

２日(水) 身体計測⑤ 

３日(木) 身体計測④ 

４日(金) 赤い羽根共同募金贈呈式 

委員会活動、身体計測➂ 

５日(土) 県立中学校入学選抜適性検査 

     【中止】市Ｐ研究大会 

７日(月) 身体計測② 

８日(火) 身体計測②①、サイバー防止➂④⑤ 

・薬物乱用防止教室⑥ 

９日(水) 身体計測①、ちゅらゆめ号来校 

１０日(木) 食に関する授業➂ 

１５日(火) 授業参観・お店屋さん(特支) 

２０日(日) 家庭の日・ファミリー読書の日 

２１日(月) 成績処理週間(５校時)～２４日 

２５日(水) ２学期終業式 

２６日(土) 冬休み ～１／４(月) 

２８日(月) 仕事納め 

令和３年(２０２１年) 丑年 

１月 ４日(月) 仕事始め 

 ５日(火) ３学期始業式 

８日(金) 委員会活動 

１０日(日) 市成人式 

１１日(月) 成人の日（公休日） 

１３日(水) 学年朝会 

１５日(金) 授業参観、夜間巡回指導 

１６日(土) 【中止】市内一周駅伝 

１７日(日) 県Ｐ島尻大会、 

家庭の日・ファミリー読書の日  

２９日(金) 新１年入学説明会 

２月 ５日(金) 新入生オリエンテーション(中学)  

ドリームウォール（将来の夢） 

MASAマジック ｷｬﾘｱ教育講演会 10／22 

県優秀教員受賞！ 

第 1回学校運営協議会 11／24 

ありがとう集会  

マスクの寄贈に感謝！ 

図書館の花 

PTA 安全指導に感謝！ 



  
 

 


