
宜野湾市立宜野湾小学校・幼稚園

〒901-2207

宜野湾市神山１－１－１

Tel 892-3006 Fax 893-8838

児童数 837名 園児数 61名（4/10現在）

※○の中の

数字は学年

今年度もよろしくお願いします。

９日(月) 平成30年度 就任式・始業式

４月９日，静かだった校庭に元気な子どもたちの １０日(火) 平成30年度 入学式 委員会活動

声が響き渡り，平成３０年度がスタートしました。 １１日(水) 平成30年度 入園・進級式

就任式では，新たに２６名の教職員を迎え，新生 歯科検診③⑤，4/12 ④⑥，4/26 ①②

「宜野湾小学校･幼稚園」が約９００名の子どもたちを乗せて船出します。 １２日(木) クラブ1(希望調査) 知能検査③⑤

今年度も本校では，以下のような教育像を掲げ，知･徳･体の調和のと １３日(金) 身体計測⑥，4/17 ④，4/18 ③，4/24 ②

れた人間の育成を目指して，日々教育活動を展開して参ります。 標準学力検査③⑤

１５日(日) 第３日曜日「家庭の日・ファミリー読書」

１６日(月) １年生給食開始 身体計測⑥ クラブ2

１７日(火) 全国学力・学習状況調査⑥ 身体計測④

１８日(水) 全体朝会(さわやか会委嘱状交付) 身体計測③

学級懇談会 ※下校時刻変更のお知らせあり

１９日(木) 耳鼻科検診(全学年)

２０日(金) 心電図検査① 第３金曜日「夜間街頭指導」

２１日(土) 第３土曜日「おきなわ地域教育の日」

２３日(月) クラブ3 交通安全教室①

２５日(水) 入学を祝う会 まちニコの日

２７日(金) ＰＴＡ定期総会 ＰＴＡ新会員＆新任職員歓迎会

２９日(日) 昭和の日(祝日)

３０日(月) 振替休

5/1 創立記念日(137年) 5/2 春の遠足 5/7～ 家庭訪問

今年も５，６年生が大活躍してくれています。

新年度早々,入学式の準備や片づけ,委員会活動

今年度も宜野湾小学校にお力添え下さいますようお願いします。

の常時活動にも意欲的に取り組んでいます。さすが上級生！

平成30年度の教職員です。よろしくお願いします。
4/18

平成30年度は以下の職員で子どもたちの健やかな成長に寄り添って参ります。

【校長】照屋 力男 【教頭】浦崎 景子 【教務主任】玉城 優(5･6年理科) * 印は新任職員です

１ 組 ２ 組 ３ 組 ４ 組 ５ 組

１学年 稲福 景子 翁長 愛乃 宮里 奈菜子 仲宗根 智子* 平山 鈴美

２学年 幸地 裕子* 小橋川 史門* 比嘉 智子 比嘉 邦浩 高里 茜*

３学年 又吉 一樹* 伊禮 喜輝* 山田 香織 八藤 昌俊

４学年 伊禮 郁 石原 由美* 渡久地 直樹* 波照間 永勇

５学年 伊元 隆 伊佐 美智留 牧野田 玄也* 宮城 千里*

６学年 佐事 修 与那嶺 文 上門 幹弥 宮嶋 まりも

特別支援

田吹 市子(あじさい) 宮良 秀美(ひまわり) 照屋 一翔*(こすもす) 我謝 良政(通級指導)

新屋 和樹(あおぞら) 伊佐ひろ子(きらめき) 真栄城 秀也(なかよし)

宮城 敦子*(授業改善リーダー) 大城 孝恵(4･5･6年音楽) 豊嶋 順子(4･5年理科)

専 科 新城 有里子(養護教諭) 底田 春奈(栄養教諭) 島尻 照子(図書館司書)

担 任 外 藤原 一裕*(学習支援員) 大川 実*(初任者研修拠点校指導教諭) 屋宜 澄雄(ﾌﾟｰﾙ管理員)

支援員等 慶田盛 冴香*(初任研非常勤講師) 伊波 優花子*(JTE) ジャスティン･グッドマン*(ALT)

安田 朋世*(ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ SC) 伊波 哲郎(ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ SSW)

久手堅 敬子 富山 智子 並里 のりえ* 古波津 望*(特別支援教育支援員)

事 務 部 安里 滝子(県費) 松本 あかね*(市費) 石川 直樹(施設管理員) 金城 信枝(P費)

幼 稚 園

國吉 陽子(副園長) 仲田 小巻(たんぽぽ 年長) 安里 美和子* 泉川 夏乃(ゆり 年長)

中村 智織* 城間 まゆみ*(いちご 年中) 比嘉 星海* 當山 みゆき* 中村 和美(預かり)

宜野湾小学校では，子どもたちの安心・安全を確保する
①8923006@jin2.jp へ空メールを送る

ための情報や学校行事等についての緊急連絡等をお知ら
②登録依頼メールが届くので指示に従って入力･登録

せするために「じんじんメール」を配信しております。
※または右のＱＲコードから登録サイトで入力・登録

近年増加している｢不審者の出没情報｣や｢警報の発令｣といった情報

をタイムリーに知るツールとしても有効です。子どもたちの安全・安心を守 ☆『宜野湾小学校ホームページ』では，各種たよりをカラーでご覧いただけます

り，学校からの情報をリアルタイムで保護者に伝達することができるよう，
①【http://ginowan-e.ginowan-okn.ed.jp/】

じんじんメールへの登録をお願いします。
②【宜野湾市ホームページ】→【暮らしの情報】→

今年度今年度今年度今年度はははは，，，，じんじんメールをじんじんメールをじんじんメールをじんじんメールを活用活用活用活用してしてしてして，，，，緊急事態緊急事態緊急事態緊急事態をををを想定想定想定想定したしたしたした「「「「保保保保
【学校教育】→【小学校･中学校】→『宜野湾小学校』

護者護者護者護者へのへのへのへの引引引引きききき渡渡渡渡しししし訓練訓練訓練訓練」」」」のののの実施実施実施実施をををを検討検討検討検討しておりますしておりますしておりますしております。。。。
③または，右のＱＲコードからどうぞ。

平成30年度 学校だより 4月号平成30年度 学校だより 4月号平成30年度 学校だより 4月号平成30年度 学校だより 4月号 平成30年4月12日平成30年4月12日平成30年4月12日平成30年4月12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

じんじんメールへの登録をお願いします！

４月の主な行事

登録のしかた

本校本校本校本校のめざすのめざすのめざすのめざす教育像教育像教育像教育像
【めざす学校像】

１.明るく，あいさついっぱいの学校

【めざす児童像】 ２.得意を持つ子がいっぱいの学校

３.歌声いっぱいの学校

自分の得意を持ち， ４.ともに学び合う楽しい学校

得意を生かす ５.保護者や地域から親しまれ，信頼される学校

『ひとみ輝く宜野湾っ子』

【めざす教師像】

【ぎ】ぎもんをもち １.教育的愛情をもって児童に接し，児童理解に

「よく考える子」
努め，子どものよさ・可能性・得意を伸ばす教師

２.師弟同行で児童と共に歩み，児童のお手本になれる教師

【の】のびよ！すくすく ３.教員としての資質の向上を図り，常に授業の工夫改善に

「じょうぶな子」
努める教師

４.心豊かで，自らの得意を生かす教師

【わ】わたしも，ぼくも ５.開かれた学校をめざし，進んで地域社会とかかわる教師

「思いやりのある子」

【めざす保護者像】

【ん】うん，うんと， １.子どもと共に歩み，子どもの手本になれる親

「すすんで働く子」
２.子どものよさ・可能性を伸ばす親

３.自らの得意を生かす親

４.子どものために教師と何でも話せる親

５.学級・学年・学校行事に進んで参加する親

第２回 学級懇談会

今年度最初の学級懇談会を下記の

通り行います。各担任とも，これから一

年間の学級経営についての資料を準

備してお待ちしています。

子どもたちの教育は学校だけではで

きないのが現状です。学校や家庭の役

割をきちんと分担し，連携して指導をし

ていくための懇談会です。

ＰＴＡの役員決めは行いませんので，

是非とも多くの保護者の皆様の参加を

期待しています。

記

1.期日 4月18日(水)

2.場所 各学級の教室

3.開始時刻

2年14:00,3･4年14:55,5･6年15:50

4.その他

特別支援学級では，14:55より合同学級開

きを３階｢きらめき｣学級で行います。

在籍児童の保護者の皆様のご参加をよろしく

お願いします。


