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４月の行事
日 曜 主な行事等

1 金 職員会議①②

2 土

3 日

4 月 職員会議③ 遠足実地踏査

5 火 入学式準備（教室他）

6 水 学年・学級事務

7 木 赴任式・始業式

入学式準備（会場）

8 金 入学式・特別日課

9 土

10 日

11 月 委員会発足式 発育測定６年

12 火 学年朝会 発育測定５年

13 水 特日課 発育測定４年

14 木 発育測定３年 保幼小連絡会

15 金 特日課 発育測定２年

16 土

17 日 第３日曜日（家庭の日・ファミリー読書）

18 月 特日課 発育測定１年

家庭訪問①

19 火 全国学力・学習状況調査

20 水 特日課 家庭訪問②

尿・蟯虫検査（全学年～２２日）

21 木 内科検診① 家庭訪問③

22 金 特日課 職員会議④

23 土

24 日

25 月 特日課 家庭訪問④

26 火 特日課 家庭訪問⑤

27 水 特日課 交通安全教室（１年）

１年生をむかえる会

28 木 内科検診②

29 金 公休日（昭和の日）

30 土
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新しい先生方を迎えて！！

互いのよさを認め支え合い協働する児童の育成に向かって

４月７日（木）は、新しい先生方１８名を迎えて赴
任式・始業式を行いました。与那原東小学校の子供
達の印象を尋ねると「明るい」「元気がある」

「素直」など沢山のよ
さを褒めて頂きました。

学級数も３学級増え
「２７学級」、児童在
籍６８０名でスタート
します。どうぞよろしくお

願いします。

今年もコロナ禍での

開催となりましたが、校

内放送（音声のみ）で

はなく、リモートでの開催としました。

顔が見えるだけでも大きな違いで

す。担任発表では、大きな拍手
が校舎の外まで漏れていました。
今年も、期待と喜びに溢れた素
晴らしいスタートとなり、私も嬉し
くなりました。新しい教頭先生

５月８日（日）はお休みです。

「日曜授業参観」延期
コロナ感染症の増加を踏まえた延期に伴い、５

月９日（月）を通常登校【給食あり】になります。

新年度はじめのあいさつ
早いもので２年目の勤

務に入ります。コロナ禍で、

保護者の皆様には、なか

なかお会いできない状況

ではありますが、今年も
紙面を２枚とし、情報発信に努めて参りますの
で、よろしくお願いします。

さて、子供達と関り「かけがえのない資質、能力
をもつ無限の可能性を秘めた宝物」と改めて強く
感じております。今後も、子供達のよさや可能性を
見つけ、褒めたり、励ましたりしながら学校教育
の充実を図っていきたいと考えておりますが、それに
は、地域、保護者の皆様との連携が欠かせませ
ん。今後も、ご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。
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４月８日（金）には、１１７名の新１年生を迎え入
学式を行いました。
式辞の中で子供達には、「いきいき（元気）」「に
こにこ（挨拶）」「はきはき（返事）」をお願いし
「命を守ること」を約束しました。
学校においても、徒歩登校を奨励しつつ、心身共に

健康で元気に学校生活が送れるよう見守りたいと思

います。また、安全指導についても徹底しておりますが、

是非お子様と一緒に通学路を歩き、ご家庭でも安全確

認をなさって頂きたいと思います。

初日、今年も先生方の思いの詰まった黒板がお出迎えです。
「出会いに感謝」「力を合わせて笑顔いっぱいのクラスに・・・」「みん

なでやってやろうぜ」など、様々なメッセージにイラストや似顔絵添えら

れ、子供達もドキドキ・ワクワク感が笑顔に表れていました。私
は子供達に囲

まれ「担任の先

生教えて」と聞

かれてのドキド

キでしたが…。

校長：新垣 典彦 教頭：土屋 勢子

クラス等 氏 名 クラス等 氏 名

１年１組 津波 友美 あさひ⑥ 宮城 みなみ

２組 安里 和哉 ⑦ 多和田 南

３組 花城 百恵 ⑧ 盛本 友華子

４組 伊波 楓恋 ひかり 島袋 恵一

２年１組 新垣かおり 授業改善 古波津 崇

２組 手登根眞琴 理科① 玉城 優

３組 武藤 航一 理科② 新里 和也

４組 村山 碧 音楽 城間 恵美

３年１組 諸見 文子 英語 金城 弥恵

２組 宮城 洋平 初任者指導 伊良部 孝

３組 瀬底 唯 非常勤等 城間 健吾

４年１組 佐事 修 養護教諭 上原 妙子

２組 稲福 美風 県事務 比屋根一宏

３組 比嘉 奈美 町事務 宮城 葉子

５年１組 仲間 篤史 町司書 小池亜利香

２組 長嶺 梓音 ICT支援 千葉 匡敏

３組 田名 俊仁 学習支援 仲座りえ子

４組 玉那覇 逸美 学習支援 宮城 貴子

６年１組 渡嘉敷みゆき 学習支援 大城 奈津美

２組 友寄 美涼 学習支援 仲村 旺

３組 當山 竜次 特別支援 比嘉佐和子

わかば① 平良いち子 特別支援 宜名眞麻鈴

② 山城 智華 特別支援 鈴木 千春

③ 宮城 美奈子 特別支援 平田 郁子

④ 宮國 定明 特別支援 糸数 絵里奈

あさひ① 前田 真琴 JET ジョーンズキイアジャスミン

② 山城 美和子 ＡＬＴ 中村ｼﾝﾃｨｱﾏﾕﾐ

③ 宮里 泰子

④ 長嶺 将悟

⑤ 神里 久美子

ぴかぴかの一年生入学

学級開き 黒板に様々な工夫


