
 

 

 

 

 

 「川上らしい」「川上ならでは」の子どもの育成をめざして 

校長 林 謙吾 

 鶯がさえずり満開の桜が彩る風光明媚なこの川上地区に、今年も温かくすてきな春が訪れ、いよ

いよ平成３０年度がスタートしました。各ご家庭におかれましても、新年度を迎えられ、お子様の

成長の早さに喜ばれたり、あるいは少し寂しさを覚えられたりされていることと思います。 

 改めまして、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、平成３２年度小学校新学習指導要領の本格実施に向けた動きの中で、本年度、その改革の

第１弾とも言うべき「特別の教科 道徳」がスタートします。何が変わったのか、とよく言われま

すが、子どもたちが学ぶ内容はほとんど変わりません。変わるのは、学んだ内容が身に付いたかど

うか、学校やご家庭・地域等でしっかりと見ていこうという、地域総ぐるみの構えです。 

 特に注目したいのが、子どもたちの「コミュニケーション能力」です。未来を担う大切な子ども

たちは、これから、社会の急激な変化にも柔軟に対応できるような能力が求められます。そのため

には、自分や関わる相手を大切にしながら、上手に関係を築くことのできる「コミュニケーション

能力」の育成は欠かせません。その育成の中心となるのが道徳科です。 

 ぜひお子様の教科書をご覧になってください。そこには、発達段階に応じてぜひとも身に付けて

ほしい道徳の価値項目が示されております。これは、ご家庭でお子様の成長を測る指標にもなると

思います。各ご家庭と学校とが連携を密にして、大切なお子様のために、道徳の価値をしっかりと

身に付けさせながら、すてきな「コミュニケーション能力」をともに育んでまいりましょう。 

 「かしこい子ども」「わかり合う子ども」「かっぱつで元気な子ども」「みんな大好き川上小」 

 これは本校のめざす子ども像です。道徳科が導入される本年度、改めて考えてみたい言葉があり

ます。それは、「かしこい」の意味です。 

 このすてきな川上地区を愛し生涯に渡って支えつつ、山口県や日本の担い手となるべき大切な子

どもたちにぜひとも育みたい、この川上地区ならではの「かしこさ」って、きっとあるはずなので

す。「川上の子だからこそ、～であってほしい」といった、地域の願いにも似た「かしこさ」を、

保護者の皆様、地域の皆様、そして子どもたちとともに追求し、地域総がかりで「かしこい子ども

たち」を育むことができる、そんな一年間にしたいと願っております。 

 本年度も本校教職員一同、全力でがんばってまいります。この川上小学校を、そして愛すべき川

上小学校の子どもたちをどうかよろしくお願いいたします。 

～平成３０年度 教職員組織～ 

校長：林 謙吾   教頭：末次 淳義   教務主任：保阪 健市 
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学年 １組 ２組 ３組 少人数指導・専科等 

１年 廣中 香織 安平真理子 山中 智子 伊藤 敏恵 

３～６年 音楽 

山本 東建(少人数指導) 

５・６年 算数 

教頭 ６年理科 

教務主任 ５年理科 

２年 西丸 郁子 有村 竜希 平賀 充代 

３年 吉中 寿子 舛岡真奈美 鬼松 敬子 

４年 松本眞理子 渡壁 希美 平下 良子 

５年 若林 英子 野﨑 淳子 熊井 翔麻 

６年 岡本 健二 藤山 祥子 福谷千夏子 特支教育・生活支援員 

森分  千穂 

山田 彩香 ひなたっこ 
ひまわり たんぽぽ なのはな こすもす 

村上ひな子 守山 広子 寺井 美香 末廣 裕子 

初任研後補充 末本 りさ 学校司書 大地本智美 

養護教諭 福重可奈子（植村久美江の育休代替） 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  警備員：安井 満夫 

 

平成３０年 ４月号 

宇部市立川上小学校 



 

３０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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行 事 予 定 下校予定 

９ 月 新任式、始業式 11:20②③④⑤⑥ 

１０ 火 
入学式、給食開始(2～6 年) 

委員会⑥ 

 

11:50①14:30②③④⑤15:30⑥ 

１１ 水 5・6 年成長測定 11:30①14:30②③④⑤⑥ 

１２ 木 
3・4 年成長測定 1 年給食開始 

眼科検診(全学年) 

 

14:15①16:10②③④⑤⑥ 

１３ 金 1・2 年成長測定 13:15①15:20②16:10③④⑤⑥ 

１４ 土     

１５ 日   

１６ 月 1 年視力検査 13:15①15:20②③16:10④⑤⑥ 

１７ 火 
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 

 

 

13:00①14:30②③15:30④⑤⑥ 

１８ 水 歯科検診(1・2・3 年) 13:00①14:30②③④⑤⑥ 

１９ 木 
参観日⑤・学級懇談⑥ 

1 年心電図  
14:45 

２０ 金 
２年視力検査 集金日 

宇部市教育研究会理事会 

 

13:15①13:35②③④⑤⑥ 

２１ 土   

２２ 日   

２３ 月 家庭訪問 3 年視力検査 13:10 

15:20②16:10③④⑤⑥ ２４ 火 家庭訪問 4 年視力検査 13:10 

２５ 水 家庭訪問 5 年視力検査 13:10 

２６ 木 家庭訪問 6 年視力検査 13:10 

２７ 金 
家庭訪問(予備)  1 年聴力  

あおぞら号 
13:10 

２８ 土   

２９ 日 昭和の日  

３０ 月 振替休日  

 

４月２３日(月) 
ひらき台、北迫新町 
北迫アパート、北迫 

  ２４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 

  ２５日(水) 
東片倉、西片倉 
あすとぴあ５丁目 

２６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 

２７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/ 4 月 水泳指導開始 11/28 水 持久走大会 

6/12 火 ６年修学旅行（広島）～6/13（水） 12/20 木 ２学期個人懇談 

6/21 木 人権教育参観日（予定）  1/17 木 参観日 第２回学校保健委員会 

7/19 木 １学期個人懇談 2/ 6 水 仮入学 

7/26 木 第１回学校保健委員会 2/22 金 上学年参観日 学級懇談 

8/26 日 登校日・ＰＴＡ環境作業 3/ 1 金 下学年参観日 学級懇談 

9/16 日 秋季大運動会 3/20 水 卒業証書授与式 

10/ 2 火 ４年宿泊学習（徳地）～10/3（水） 3/26 火 修了式 

11/ 8 木 ５年音楽祭 3/29 金 お別れ式 

11/10 土 
三世代ふれあいフェスティバル 

開校３０周年記念事業 
 

【５月の主な行事予定】 
１日(火) ２年聴力検査 委員会 

１年５校時開始  
２日(水) 遠足（1･2･5･6年）３年聴力検査 
７日(月) 集金日 5年聴力検査 
８日(火) 代表委員会 

 ９日(水) 避難訓練（不審者対応） 
１０日(木) 歯科検診（4･5･6年） 

３年自然体験学習 
１１日(金) 内科検診（1･2年） 
１５日(火) ４年社会見学 
１６日(水) １年生を迎える会 集団下校 
１７日(木) 内科検診（５･６年） 
１９日(土) 参観日 ＰＴＡ総会 
２１日(月) 振替休日 ※１９日(土)分 
２２日(火）体力テスト クラブ活動 
２３日(水）体力テスト  
２４日(木）体力テスト（予備） 

耳鼻科検診（1･2･3年） 
２５日(金）元気キッズ発足 内科検診（3･4年） 
２９日(火）３年交通教室 ６年プール清掃 
３０日(水）演劇教室 
３１日(木）耳鼻科検診（4･5･6年） 

平成３０年度主要年間行事予定（６月以降） 


