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第１号平成２６年４月２ ３日 （水 ）

努力＆輝き４月 宜野湾市立宜野湾小学校

〃 〃 幼稚園

◎ 初めま し て 、 ４ 月 １日付けで宜野湾小学校に赴
任して参りました校長の比嘉良成と申します。
歴史と伝統のある本校に旧職員、新職員が揃い、

平成２６年度がスタートしました。チーム宜野湾 として
子 ど も 達の為に頑張ってい きます 。保護者 、 地域の
方々ご支援を宜しくお願いします。

本校教育目標
◇じょうぶな子 ◇よく考える子
◇思いやりのある子 ◇すすんで働 く

子

平成 26年度教育活動の重点

①確かな学力の向上
②豊かな心の育成
③児童理解に基づく支援

④豊かな体験活動の推進

４月の行事予定
７日 （月 ）就任式・１学期始業式

※市内中学校入学式

８日 (火 )平成２６年度入学式 10:00～
入学式後ＰＴＡ入会式

９日 (水 )宜野湾幼稚園入園・進級式 9:00
発育測定開始～２５日

１０日 (木 )1 学年交通安全教室（体育館）
１６日 (水月 )学級懇談会

歯科検診開始２２日～２６日
１７日 (木 )知能検査（３ ・ ５年 ）
１ ８日 (金 )標準学力検査（３ ・ ５年 ）

Ｐ ＴＡ総会並びに新任職員歓迎会
１９日 (土 )第３土曜日沖縄地域教育の日
２０日 (日 )家庭の日ファミリー読書の日
２ １日 (月 )特別支援学級開級式 読み聞かせ

２２日 (火 )全国学力・学習状況調査（６年 ）
２ ４日 (木 )入学を祝う会

５月の主な予定
１日 (木 )春の遠足 ・創立記念日（１３ ３周年）

１ ２日 (月 )家庭訪問①（愛知区①）
１ ３日 (火 )家庭訪問② （愛知区② ）

１ ４日 (水 )家庭訪問③ （愛知区③ ） １ ５
日 (木 )家庭訪問④ （愛知区④ ） １ ６日
(金 )家庭訪問⑤（中原区①②③ ） ・
避難訓練 （不審者対応 ） １ ９日 （月 ）職
員研修 （心肺蘇生 ） ２ １ 日 （水 ）市教育
委員会学校訪問

緊急時連絡・下校時刻変更などに活躍しています！ ○宜野湾小ＨＰをぜひご覧下さい。

http://ginowan-e.ginowan-okn.ed.jp/
この URL を入力するか、

「じんじんメール」
ご登録をお願いします。

学校だより
宜野湾小学校・幼稚園
平成２６年度職員紹介

☆＝新任
校長 ☆比嘉良成 教頭 ☆與座 衛
教務 兼次秀樹（算数科４・５年）
１の１ ☆米須稲子 ２の１ ☆島袋光代

１の２ ☆仲村清子 ２の２ 伊藤美奈子

１の３ 渡久地恵美 ２の３ ☆高江洲 準

１の４ 宮里奈菜子 ２の４ 亀島優実

１の５ 宮城恵子 ２の５ 潮平尚子
３の１ ☆豊嶋順子 ４の１ 花城千恵子

３の２ 田村美由紀 ４の２ 宮里瑠美

３の３ 根川智美 ４の３ 伊良部郁枝

３の４ ☆鮫島真一 ４の４ ☆玉那覇勝秀
５の１ ☆稲福景子 ６の１ 下地直樹

５の２ 比嘉一貴 ６の２ ☆山田香織

５の３ ☆知念真美 ６の３ 西田美香

５の４ 東門鎮憲 ６の４ 眞榮城啓太
なかよし学級 ☆宮良秀美
ひまわり学級 ☆島袋行子
あおぞら学級 浦崎直樹
音楽専科 根路銘孝子
理科５・６年 東江博人
指導方工夫改善 大濱 薫
初任研指導 新垣トシエ（拠点校）
初任研非常勤 ☆小波蔵政芳
養護教諭 ☆伊禮美智子
図書館司書 ☆上地真理子
学習支援員 ☆上原優香
特別支援ﾍﾙﾊﾟ 山下真理子
ｰ
特別支援ﾍﾙﾊﾟ ☆中村さゆり
ｰ
ＡＬＴ ガルシア・イセル
ＪＴＥ 仲尾章子
県費事務 ☆盛 真弓
市費事務 ☆比嘉めぐみ
ＰＴＡ事務 金城信枝
施設管理員 島袋亀次
教育相談指導員 伊波哲郎
栄養職員 崎山真澄

幼 稚 園
副園長 兼島直子
たんぽぽ組（５歳児） 角本伸枝
ゆり組（５歳児） ☆玉城有美子
いちご組（４歳児） 知念恵利奈
はなはな組（預かり） ☆安里香織
特別支援担当 ☆山根昭乃
幼小合わせて２４名の新職員が着任しました。
チームワークをモットーに、幼児児童の
より良き成長のためがんばります！
今年度もよろしくお願い致します。



宜野湾市ホームページの教育委員会

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 8923006@jin2.jp コーナーにある宜野湾小のタブから
へ空ﾒｰﾙを送ると 、登録依頼 ﾒｰﾙが 見ることができます。
届きます。または右のＱＲコードから


