
 

 

 

 

 

    「がんばり」と「やさしさ」を大切にする川上小学校 

                             校長 岡 村 一 利 

 満開の桜にお祝いされながら令和２年度を迎えることができました。お子様のご入学・ご進級誠

におめでとうございます。川上小学校教職員一同、お子様のご成長を心よりお慶び申し上げます。  

さて、前任の林校長の後任として４月１日に着任いたしました岡村一利と申します。前任校は下

関市立向山小学校（２年間）でしたが、この度７年ぶりに宇部市のしかも伝統ある川上小学校で勤

務させていただくこととなりました。児童・保護者の方々だけでなく地域の方々との絆をさらに深

めていける学校とするため、全力で努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

伝統ある川上小学校では、一昨年１１月に「川上型カリキュラム」を策定され、昨年度本格始動

されたと聞いております。また、このカリキュラムには「こんなすてきな子どもに育ってほしい」

という、学校・家庭・地域の切なる願いが込められているとも聞いております。本カリキュラムを

さらに充実・発展させ、めざす子ども像を達成するために、私は「がんばり」と「やさしさ」とい

う言葉を大切にしていきたいと考えています。二つの言葉には、 

 

「がんばり：何事にも一生懸命取り組むこと・挑戦すること」 

「やさしさ：自分も他人も好きになること・大切にすること」 

 

の意味が込められています。川上小学校・中学校がめざす「愛と夢にあふれ、笑顔でつながる川上

っ子」を育成するためにも、「がんばり」と「やさしさ」を大切にしていきたいと思います。 

今後保護者・地域の方々ともしっかりと意見交換をしながら、地域に愛される学校・地域活性化の

要としての学校をめざして学校運営を進めて参りますので、ご理解とご協力をいただきますようど

うぞよろしくお願いいたします。 

～令和２年度 教職員組織～ 
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学年 １組 ２組 ３組 少人数指導・専科等 

１年 平賀 充代 清永 彩恵 ― 大木 郁恵     

３～６年・ひなたっこ音楽 

野﨑 淳子(少人数指導) 

３・４・６年 算数 

渡辺 孝宏 

初任研指導教員 

教頭 ５年 理科 

教務主任 ４・６年 理科 

２年 安平 真理子 福谷 千夏子 ― 

３年 伊東 瑞乃 岡本 健二 ― 

４年 山中 智子 中野 友美子 藏重 葉子 

５年 桶島 貴裕 舛岡 真奈美 寺井 美香 

６年 有村 竜希 西山 英文 渡壁 希美 

ひなたっこ 
ひまわり たんぽぽ なのはな こすもす 特支教育支援員 

齊藤 幸・中村 直恵 有田奈緒美 村上智子・江本雅義 長畑祐輝 鬼松敬子 

初任研後補充 江本 雅義 学校司書 伊藤 由美 

養護教諭 北村 佑夏 栄養教諭 水ノ上 芳美 

事務室 
主事：國本 由香  庶務員： 大道 成一  

業務支援アシスタント：佐藤 朱美  警備員：安井 満夫   
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                            地域家庭巡回訪問の予定について 

※家庭訪問は、地域巡回訪問とし、原則、面談

は行いません。希望がある場合は担任にお知ら

せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行 事 予 定 下校予定 

８ 水 新任式、始業式 11:20②③④⑤⑥ 

９ 木 
入学式、給食開始(2～6 年) 

3・4 年成長測定 

 

11:50①16:10②③④⑤⑥ 

１０ 金 5・6 年成長測定 11:45①15:20②16:10③④⑤⑥ 

１１ 土    

１２ 日   

１３ 月 1・2 年成長測定   11:45①15:20②16:10③④⑤⑥ 

１４ 火 5・6 年視力検査 委員会 11:45①14:30②③④⑤15:20⑥ 

１５ 水 3・4 年視力検査 1 年給食開始 13:15①14:30②③④⑤⑥ 

１６ 木 1・2 年視力検査 

 

 

13:15①16:10②③④⑤⑥ 

１７ 金 
1 年心電図 

宇部市教育研究会理事会 

 

 

 

 

13:15①13:35②③④⑤⑥ 

１８ 土   

１９ 日   

２０ 月 集金日 3・5 年聴力 

 
13:15①15:20②16:10③④⑤⑥ 

２１ 火 
1・2 年聴力 
※４～６年６校時時程 

13:15①14:30②③15:20④⑤⑥ 

２２ 水  13:15①14:30②③④⑤⑥ 

２３ 木 地域家庭巡回訪問 13:15①14:30②③④⑤⑥ 

２４ 金 地域家庭巡回訪問  13:15①14:30②③④⑤⑥ 

２５ 土     

２６ 日   

２７ 月 地域家庭巡回訪問 13:15①14:30②③④⑤⑥ 

２８ 火 地域家庭巡回訪問 13:15①14:30②③④⑤⑥ 

２９ 水 昭和の日  

３０ 木  13:15①16:10②③④⑤⑥ 

※今年度、火・水曜日の下校時刻に変更がありますのでご確認ください。 

 

４月２3 日(木) 
ひらき台、北迫新町 
北迫アパート、北迫 

  ２4 日(金) 

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ、上請川 
下請川、牛明、川上南
側、川添、川上団地、 
男山、高嶺 

  ２7 日(月) 
東片倉、西片倉 
あすとぴあ５丁目 

２8 日(火) 
ニュータウン請川 
あすとぴあ１･６･７丁目 
上片倉、下片倉 

 

月日 曜 学校行事等 月日 曜 学校行事等 

6/ 1 月 水泳学習開始  11/25 水 持久走大会 

6/18 木 人権教育参観日（予定） 12/23 水 ２学期個人懇談 

7/17 金 １学期個人懇談  1/21 木 参観日 第２回学校保健安全委員会 

7/30 木 第１回学校保健安全委員会 2/10 水 仮入学 

8/25 火 ２学期始業式 2/26 金 上学年参観日 学級懇談 

9/20 日 秋季大運動会 3/ 2 火 下学年参観日 学級懇談 

10/22 木 ４年宿泊学習（徳地）～10/23（金） 3/19 金 卒業証書授与式 

10/29 木 ６年修学旅行（広島）～10/30（金） 3/26 金 修了式 

11/ 5 木 ５年音楽祭 3/31 水 お別れ式 

11/ 7 土 三世代ふれあいフェスティバル  

 
【５月の主な行事予定】 

 
７日(木) １年５校時開始 集金日 
     内科健診（2･4･6年） 
８日(金) 元気キッズ発足 
     １年生を迎える会 

１２日(火) 委員会  
      内科検診（1･3･5年）      
１９日(火）体力テスト 代表委員会  
２０日(水）体力テスト  
２１日(木）体力テスト（予備） 

耳鼻科検診（1･3･5年） 
２５日(月）６年プール清掃 
２６日(火) ３年交通教室 クラブ活動 
２７日(水）避難訓練（不審者対応）集団下校 
２８日(木）耳鼻科検診（2･4･6年） 
 
※現時点での予定です。現在の状況下、変更の
可能性があります。ご了承ください。 
 

令和２年度主要年間行事予定（６月以降） 


