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児童数 804名 園児数 72名（4/10現在）

○に番号は

実施学年

７日(金) 平成29年度 就任式 始業式

平成29年度がスタートしました！ １０日(月) 平成29年度 入学式 給食開始(②～⑥)

委員会活動(結成式 6校時)

４月７日，子どもたちの元気な声が学校中に響きました。 １１日(火) 平成29年度 入園式

就任式では，浦崎景子教頭先生をはじめ19名の先生方を クラブ1(希望調査) 発育測定⑥

お迎えし，平成29年度の第一歩を踏み出しました。 １２日(水) 発育測定⑤

宜野湾小学校では，知・徳・体の調和のとれた人間の育成をめざして １３日(木) 知能検査③⑤ 歯科検診④⑥

日々教育活動を展開して参ります。子どもたちに「確かな学力」を身に １４日(金) 学力検査③⑤ 発育測定①

つけさせ，「豊かな心」と「健やかな体」などの「生きる力」を育み， １５日(土) 第３土曜日 おきなわ地域教育の日

子どもたちひとり一人に夢や目的意識を持たせていけるよう努力する所 １６日(日) 第３日曜日 家庭の日・ファミリー読書

存です。今年度は，以下の重点目標を掲げて取り組んでいきます。 １７日(月) 給食開始(１年生) クラブ2

【努力目標】 １８日(火) 全国学力・学習状況調査⑥ 発育測定④

①自ら学ぶ意欲の育成と｢確かな学力｣の向上 １９日(水) 学級懇談会 発育測定③

②豊かな心の育成 全体朝会(さわやか会委嘱状交付式 民生委員紹介)

③生徒指導・特別支援教育の充実 ２０日(木) 耳鼻科検診(全学年)

④地域と連携した教育活動の充実 ２１日(金) 発育測定② 交通安全教室①

⑤体験活動・体験学習の充実 ＰＴＡ総会 新任職員歓迎会

⑥健康・安全指導の充実と体力の向上 第３金曜日少年を守る日(夜間街頭指導)

⑦基本的生活習慣・学習規律の形成 ２５日(火) まちニコの日(まちでニッコリあいさつ運動の日)

⑧英語教育の充実 ２６日(水) 入学を祝う会(○
全

1校時)

⑨幼小中連携教育の継続・実践 ２７日(木) 歯科検診③⑤

⑩教職員の指導力の向上 ２８日(金) 交通安全教室(○
幼
)

今年度も保護者・地域の皆様と共に子どもたちの指導にあたっていき
２９日(土) 昭和の日(祝日)

たいと思いますので，ご理解とご支援をお願いします。
5/1 学校創立記念日 5/2 春の遠足

平成29年度，最初の学級懇談会を下記の通り実施します。

４月の懇談会は，担任の学級経営方針やこれから１年間，ど 宜野湾小学校では，平成29年度より学校

のような教育活動を展開していくのか，家庭との連携はどのようにして 防犯システム「ツイタもん」を導入してい

いくのかなど，子どもたちのこれからについて話し合う大切な機会です。 ます。しばらくの間は，ＩＣタグを申し込

各担任は，子どもや保護者の皆さんを思い浮かべながら学級経営案や まれた全ての皆さんにオプションの機能（登録した携帯

様々な資料を準備してお待ちしていますが，残念ながら例年参加者が少 に登下校の時刻を送信）のお試し期間としてご利用頂け

ないのが現状です。懇談会は役員を決める会ではありません。担任と保 ることになっています。お手元に届きましたら設定をお

護者が膝を交えて話し合い，情報を共有していく場です。お互いの信頼 願いします。お試し期間終了日が近づきましたらその旨，

関係を築くためにも大変に有意義な機会です。年度初めで何かとお忙し 運営事務局より連絡があります。ランドセル

いとは存じますが，大勢の保護者の皆様のご参加をお待ちしています。 から取り出すことなく児童玄関を通過した時

刻が送信されますので，お確かめ下さい。

記

１･２年 14:00～14:45 また，オプションを申し込まれていない方

１．期 日 ４月１９日（水） ３･４年 14:55～15:40 にもＩＣタグと一緒にコンビニ支払用紙が同封されてい

２．場 所 各学級の教室 ５･６年 15:50～16:35 るようですが，その場合は支払いの必要はなく，破棄し

３．時 刻 右上の表の通り て頂いてかまいません。

４．内 容 学級経営方針の説明，情報交換，懇談 等 今後とも疑問やお問い合わせがありましたら，フリー

５．その他 特別支援学級在籍の方は，是非，交流学級の懇談会にもご参加下さい ダイヤル0120-833-2140120-833-2140120-833-2140120-833-214か学校までお問い合わせ下さい。

本年度の教職員です。よろしくお願いします！
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【校長】照屋力男 【教頭】浦崎景子 【教務主任】玉城 優(56年理科)

１ 組 ２ 組 ３ 組 ４ 組 ５ 組 本校には，保健,体育,掲示,

１ 学 年 花城 千恵子 西田 美香 潮平 尚子 比嘉 智子 平山 鈴美 集会,図書,放送,栽培,給食,

２ 学 年 米須 稲子 金城 咲希 高江洲みずき 比嘉 邦浩 伊佐 ひろ子 生活,飼育,児童会と11の委員会があり，６

３ 学 年 宮城 恵子 新垣 夏樹 宮城 智子 八藤 昌俊 年生全員が，日々の学校生活がよりよく，

４ 学 年 伊禮 郁 与那嶺 文 渡久地 恵美 波照間 永勇 翁長 千明 より楽しくなるように，活動しています。

５ 学 年 伊元 隆 山田 香織 宮里 奈菜子 上門幹弥 全体会の後，各委員会に分かれ，担

６ 学 年 佐事 修 宮嶋 まりも 比嘉 一貴 当職員と今年度の係や活動についての

特別支援

田吹 市子(かがやき) 山城 智章(ひまわり) 我謝 良政(通級指導教室) 確認が行われ，早速動き出しました。

伊佐 美智留(きらめき) 真栄城 秀也(なかよし) 新屋 和樹(あおぞら)

稲福 景子(指導法工夫改善) 大城 孝恵(456年音楽) 豊嶋 順子(45年理科) ☆『宜野湾小学校ホームページ』では，各種た

専 科 新城 有里子(養護教諭) 上江洲 光代(初任者研修指導教諭) よりをカラーでご覧いただけます。

担任外 瑞慶覽 朝香(初任研非常勤講師) 塩沢 真紀子(JTE) ジャシュア･ラウクス(ALT) ①【http://ginowan-e.ginowan-okn.ed.jp/】

支援員等 照喜名真理子(司書) 屋宜 由美子(学習支援員) 底田 春奈(栄養教諭) ②【宜野湾市ホームページ】

安村 愛(ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ) 伊波 哲郎(ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ) 與古田 亮輝(ｱｼｽﾄ相談員) →【暮らしの情報】→【学校教育】

相川 智恵子・金城 正徳・久手堅 敬子・富山 智子(特別支援教育支援員) →【小学校・中学校】

事 務 安里 滝子(県費) 河本 久里子(市費) 石川 直樹(施設管理員) 金城 信枝(Ｐ費) →『宜野湾小学校』

幼 稚 園

國吉 陽子(副園長) 高原 真紀乃(たんぽぽ) 仲田 小巻・崎間 幸子(ゆり) ③または，右のＱＲコード

安里 香織・泉川 夏乃(いちご) 山根 昭乃・佐久田 利香・中村 和美(預かり) からどうぞ。

学校だより ４月号 平成29年4月11日学校だより ４月号 平成29年4月11日学校だより ４月号 平成29年4月11日学校だより ４月号 平成29年4月11日

ぎのわんっぎのわんっぎのわんっぎのわんっ子子子子
４月の主な行事

第１回 学級懇談会
学校防犯システム 「ツイタもん」

委員会活動 結成式


