
 

 

 

 

 

 心豊かで夢や願いをもち、学び続ける子どもの育成をめざして 

                              校長 中村 達実 

 校庭の桜は例年より遅く満開を迎え、花壇には色鮮やかな花が咲き誇っています。ものみな生き生き 

と躍動する４月を迎えました。 

 平成２９年度、川上小学校の教育活動がスタートしました。入学式では８３名の新 1 年生を迎え、全

校児童５４２名になります。すべての子どもたちが、胸を躍らせ期待感と希望をもって、新学期を迎え

たことと思います。私たち教職員は、標記の学校教育目標の達成をめざし、それぞれの子どもたちの思 

いに寄り添い、期待に応えるべく全力を傾ける所存でおります。 

 さて、次期学習指導要領は、小学校では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される

2020 年度からその 10 年後の 2030 年度頃までの間、子どもたちの学びを支える重要な役割を担うもの

であり、来年度から徐々に実施に移すことになります。そのため、本年度は、学習指導要領の趣旨を理

解するとともに、実施に向けての準備をする時期に当たります。具体的には、道徳科で「考え議論する」

授業をどう展開するか、中・高学年でこれまでより１時間増える外国語の学習を時間割にどう位置づけ、

充実させていくかなどです。その他、小・中学校教育９年間を通じて子どもたちに必要な資質・能力を

確実に育むことを目指し、小・中学校間の連携の取組を充実させることも大切になります。そういう意 

味もあり、本校は川上中学校と隣接していること等から市教育委員会の小中一貫教育モデル校の指定を

受けることになり、今後研究を進めてまいります。 

 昨年度、多くの子どもたちや保護者、地域の方々と関わりをもちました。その時改めて思ったことは、

教育は信頼関係で成り立っているということでした。教師と子どもたち、子どもたち同士、学校と保護

者や地域との信頼関係で結ばれていなければ、教育の効果は期待できないと考えています。そのため、

さらに開かれた学校をめざし、保護者・地域と連携協力しながら教育活動を進めていきたいと考えてい

ます。そして、学校、家庭、地域それぞれが互いを理解し合いながら、子どもたちを健やかに育ててい

けるよう努力してまいりたいと考えております。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。本 

年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

校長：中村 達実   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 山本 耐子 福井 芳栄 渡壁こずえ 伊藤 敏恵 

３～６年 音楽 

濵田 基典(少人数指導) 

４・６年 算数 

教頭 ６年理科 

教務主任 ５年理科 

２年 岩﨑  左敏 若林 英子 山本 久美 

３年 尾﨑 敦子 平賀 充代 安平真理子 

４年 廣中 香織 寺井 美香 吉中  寿子 

５年 堀  圭子 福谷千夏子 山本 東建 

６年 松本眞理子 冨田 厚美 熊井 翔麻  

特支教育・生活支援員 

森分  千穂 

山本 英梨佳 

ひなたっこ 

ひまわり たんぽぽ なのはな こすもす 

田邉 千鶴 齊藤 友和 三隅 和恵 末廣 裕子 

学力向上支援員・初任研後補充 黒高 敦子 学校図書館専門員 大地本智美 

養護教諭 津田 雅子  松本しのぶ（植村久美江の育休代替） 栄養教諭 水ノ上芳美 

事務室 主任主事：國本 由香  庶務員： 大道 成一  警備員：安井 満夫 

 

平成２９年 ４月号 

宇部市立川上小学校 

 平成２９年度 教職員組織 



 

２９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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月日 曜 学校行事等 月日 曜 学校行事等 

6/5 月 水泳指導開始 11/11 土 ３世代ふれあいフェスティバル 

6/20 火 人権教育参観日 11/29 水 持久走大会 

7/19 水 １学期個人懇談 12/21 木 ２学期個人懇談 

7/27 木 学校保健委員会 1/18 木 参観日（掃除・昼休み・５校時） 

8/20 日 登校日・ＰＴＡ環境作業 2/8 木 仮入学 

9/17 日 秋季大運動会 2/22 木 上学年参観日 

10/10 火 ６年修学旅行（広島）～10/11（水） 3/1 木 下学年参観日 ＰＴＡ全委員会 

10/12 木 ４年宿泊学習（徳地）～10/13（金） 3/20 火 卒業証書授与式 

10/24 火 ５年社会見学 3/26 月 修了式 

11/10 金 ５年音楽祭  3/30 金 お別れ式 

 

日 曜 行 事 予 定 下校予定 

１０ 月 新任式、始業式 11:20②③④⑤⑥ 

１１ 火 
入学式、給食開始（2～6 年） 

５校時授業 

 

11:50①15:10②③④⑤⑥ 

１２ 水 ５・６年成長測定 11:00①14:30②③④⑤⑥ 

１３ 木 ３・４年成長測定 11:00①16:10②③④⑤⑥ 

１４ 金 
１年給食開始 

１・２年成長測定 
13:15①15:20②16:10③④⑤⑥ 

１５ 土     

１６ 日   

１７ 月 委員会、１年視力検査 13:15①15:10②③④⑤16:10⑥ 

１８ 火 
６年全国学力・学習状況調査 

３・４年学力定着状況確認問題 

 

 

13:15①15:20②③16:10④⑤⑥ 

１９ 水 
参観日⑤・学級懇談⑥ 

ＰＴＡ全委員会 
14:45 

２０ 木 
歯科検診（１・２・３年） 

５年学力定着状況確認問題 

 

13:15①16:10②③④⑤⑥ 

２１ 金 
２年視力検査 

宇部市教育研究会理事会 

 

13:15①13:35②③④⑤⑥ 

２２ 土   

２３ 日   

２４ 月 家庭訪問、３年視力検査 13:10 

15:20②16:10③④⑤⑥ ２５ 火 家庭訪問、４年視力検査 13:10 

２６ 水 家庭訪問、５年視力検査、検尿 13:10 

２７ 木 
家庭訪問、６年視力検査 

１年心電図、検尿 
13:10 

２８ 金 
家庭訪問、１年聴力 

検尿予備日 
13:10 

２９ 土 昭和の日  

３０ 日   

４月２4 日(月) 
ひらき台、北迫新町 
北迫アパート、北迫 

  ２5 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 

  ２6 日(水) 
東片倉、西片倉 
あすとぴあ５丁目 

２7 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 

２８日(金) 校区外・予備日 

【５月の主な行事】 
１日(月) ２年聴力検査 
２日(火) 遠足（1･2･5･6年）３年聴力検査 
８日(月) １年５校時開始 5年聴力検査 
     移動音楽教室 

 ９日(火) 歯科検診（4･5･6年） 委員会 
１０日(水) 避難訓練（不審者対応） 
１１日(木) ３年自然体験学習 

耳鼻科検診（4･5･6年） 
１２日(金) 内科検診（3･4年） 
１５日(月) 代表委員会  
１６日(火) ４年社会見学 
１７日(水) 集団下校 
１８日(木) 耳鼻科検診（1･2･3年） 
１９日(金) １年生を迎える会 
２０日(土) 参観日 ＰＴＡ総会 
２２日(月) 振替休日 ※２０日（土）分 
２３日(火）クラブ 
２４日(水）体力テスト 
２５日(木）体力テスト 内科検診（５･６年） 
２６日(金）元気キッズ発足 
３０日(火）３年自転車教室 委員会 

内科検診（1・2年） 

平成２９年度主要年間行事予定（６月以降） 


