
 

 

 

 

 

            新しい時代「令和」の幕開けに 

校長 林 謙吾 

 新年度を迎えるに当たり、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。日を追うごとに成長なさるお子様の姿に重

ねて、お生まれになった頃からのこの数年間を名残惜しく思い出すのもこの時期ですね。子どもた

ちの成長とは、まさに感動そのものです。 

平成とともに築いてきた川上の歴史に、新たな歩みが訪れようとしています。平成３１年度、そ

して「令和元年度」がいよいよ始まります。「令和」の美しい響きとともに、校庭の桜も例年以上

に格調高く映える記念すべき年にあたり、川上小学校も、改めて心を引き締め、大切な子どものた

め、愛すべきこの川上のために、みな様とともに一生懸命教育活動を展開してまいります。 

 今年は、昨年の１１月にスタートした「川上型カリキュラム」が、いよいよ本格始動する年です。

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、共通の指標として発達段階に応じて整理されています。故に、この共通指標をもとに

学校評価を行えば、発達段階に応じた成長が見られるものとそうでないものとが共通認識されるこ

とになります。 

 近日中に、第１回の学校評価の紙をお配りする予定です。ぜひ、子どもたちの成長をみんなで共

有し、すばらしい結果のある指標についてはさらに強化し、少し足りないと思われる指標について

は、それを共通の解決課題として設定して、地域総ぐるみで川上らしい、川上を誇れる子どもたち

を育んでまいりましょう。 

 最後にお願いです。年度始めということもあり、お子様や学校のことについて、ご心配な点やご

不明な点等、当然あることと思います。その際には、お気兼ねなく学校にご相談くださいますよう

お願いいたします。今年一年、大切な子どもたちの成長を願い、ともに歩んでまいりましょう。 

～平成３１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 伊東 瑞乃 渡壁 希美 ― 岡本 昭子     

３～６年 音楽 

熊井 翔麻(少人数指導) 

５年 算数・理科 

渡辺 孝宏 

初任研指導教員 

教頭 ４～６年 書写 

教務主任 ６年 理科 

２年 舛岡 真奈美 吉中 寿子 安平 真理子 

３年 福谷 千夏子  清永 彩恵 平下 良子 

４年 平賀 充代 寺本 迪子 山中 智子 

５年 守山 広子 長畑 祐輝 有村 竜希 

６年 鬼松 敬子 野﨑 淳子 岡本 健二 

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・生活支援員 

森分  千穂 村上 ひな子 寺井 美香 平中 英治 有田 奈緒美 

初任研後補充 中野 麻衣子 門野 千恵（学力向上） 学校司書 大地本 智美 

養護教諭 福重 可奈子 栄養教諭 水ノ上 芳美 

事務室 
主事：國本 由香  市事務：村田 直美  庶務員： 大道 成一  

業務支援アシスタント：藤本 敏貞  警備員：安井 満夫   

 

平成３１年 ４月号 

宇部市立川上小学校 



 

３１年度 家庭訪問の予定について 

（＊川上中学校と調整済みです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

 

日 曜 行 事 予 定 下校予定 

８ 月 新任式、始業式 11:20②③④⑤⑥ 

９ 火 
入学式、給食開始(2～6 年) 

委員会⑥ 

 

11:50①14:45②③④⑤15:45⑥ 

１０ 水 4・5・6 年成長測定 11:45①14:45②③④⑤⑥ 

１１ 木 1・2・3 年成長測定  11:45①16:10②③④⑤⑥ 

１２ 金 1 年心電図 12:00①15:20②16:10③④⑤⑥ 

１３ 土     

１４ 日   

１５ 月 1・2 年視力検査 1 年給食開始 13:15①15:20②③16:10④⑤⑥ 

１６ 火 
参観日⑤・学級懇談⑥ 

3・4 年視力検査 

 

14:45 

１７ 水 5・6 年視力検査 13:15①14:45②③④⑤⑥ 

１８ 木 

1・2・3 年歯科検診 

6 年全国学力・学習状況調査 

4・5 年学力定着状況確認問題 

 

13:15①16:10②③④⑤⑥ 

１９ 金 
集金日 

宇部市教育研究会理事会 

 

13:15①13:35②③④⑤⑥ 

２０ 土   

２１ 日   

２２ 月 家庭訪問 1・2 年聴力 13:10 

15:20②16:10③④⑤⑥ 
２３ 火 家庭訪問 3・5 年聴力 13:10 

２４ 水 家庭訪問  検尿（～２５日） 13:10 

２５ 木 家庭訪問  4・5・6 年歯科検診 13:10 

２６ 金 家庭訪問(予備)   13:10 

２７ 土   

２８ 日   

２９ 月 昭和の日  

３０ 火 平成天皇退位  

 

４月２２日(月) 
ひらき台、北迫新町 
北迫アパート、北迫 

  ２３日(火) 

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 

  ２４日(水) 
東片倉、西片倉 
あすとぴあ５丁目 

２５日(木) 
ニュータウン請川 
あすとぴあ１･６･７丁目 
上片倉、下片倉 

 ２６日(金) 校区外・予備日 

月日 曜 学校行事等 月日 曜 学校行事等 

6/ 3 月 水泳学習開始 移動音楽教室 11/27 水 持久走大会 

6/20 木 人権教育参観日（予定） 12/23 月 ２学期個人懇談 

7/18 木 １学期個人懇談  1/16 木 参観日 第２回学校保健安全委員会 

7/25 木 第１回学校保健安全委員会 2/ 6 木 仮入学 

8/25 日 登校日・ＰＴＡ環境作業 2/21 金 上学年参観日 学級懇談 

9/22 日 秋季大運動会 2/28 金 下学年参観日 学級懇談 

10/24 木 ４年宿泊学習（徳地）～10/25（金） 3/19 木 卒業証書授与式 

10/30 水 ６年修学旅行（広島）～10/31（木） 3/26 木 修了式 

11/ 7 木 ５年音楽祭 3/31 火 お別れ式 

11/ 9 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(火) １年５校時開始 委員会 集金日 
８日(水) 避難訓練（不審者対応）集団下校 
９日(木) 眼科検診（全学年） 

１０日(金) 内科検診（1･2年）フッ化物洗口  
３年アクトビレッジ小野環境学習 

１４日(火) 代表委員会 
１５日(水) ４年社会見学 ３年交通教室       
１６日(木) 内科検診（５･６年） 
１７日(金) １年生を迎える会 フッ化物洗口 
１８日(土) 参観日 ＰＴＡ総会 
２０日(月) 振替休日 ※１８日(土)分 
２１日(火）体力テスト クラブ活動 
２２日(水）体力テスト  
２３日(木）体力テスト（予備） 

耳鼻科検診（1･2･3年） 
２４日(金）元気キッズ発足 内科検診（3･4年） 
      フッ化物洗口  
２８日(火）６年プール清掃 
３０日(木）耳鼻科検診（4･5･6年） 
３１日(金）フッ化物洗口 

平成３１年度主要年間行事予定（６月以降） 


