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3 年（95 名） 6 年（101 名） 

全児童数（595 名） 

学級数（23）※特支援学級(4) 

平成 30年度がスタート，「チーム赤道」でがんばります！ 

４月を迎え，校庭には色とりどりの花々が咲く季節となりました。この良き日に，真新しいラン

ドセルを背負ったピカピカの 1 年生 85 名が，お父さん・お母さんに手を引かれ，嬉しそうな顔で

登校してきました。また，一学期始業式では 1 学年ずつ進級した 2～6 年生が新しい担任の先生や

友達と初顔合わせを行い，児童を代表してあいさつを述べた鉄本優信さん（６の１）の言葉にもあ

ったように「新しい仲間と楽しくやっていこう」という決意が見られました。そうした子ども達の

様子を見て，私共教職員も子ども達の期待に応えられるよう「チーム赤道」の下，がんばっていこ

うと決意を新たにしたところです。 

平成 30 年度の赤道小学校は，児童数 595 名，職員数 45 名でのスタートとなります。重点目標である「児童一人ひとりにあった適

切な教育支援の下『どの子も輝く赤道っ子』の育成（下記経営方針を参照）」を目ざし，日々の実践に取り組んでいきます。今後とも御

支援・御協力の程よろしくお願い致します。 

平成 30年度 学校経営方針の概要 

１ 学校教育目標  ： 「一人一人が輝く赤道っ子の育成 ～よく考える子（知）・思いやりのある子（徳）・たくましい子（体）～」 

２ 重点目標    ： 「児童一人ひとりにあった適切な教育支援の下『どの子も輝く赤道っ子』の育成を目指す」 

３ 指導の重点 ※主体的・対話的で深い学びの実現 

（１）確かな学力を身につけさせる教育活動 ①学習規律の徹底 ②授業改善 ③朝ドリル・朝読書・補習指導の計画的実践 

（２）豊かな心を育む教育活動 ①「特別の教科 道徳」の充実 ②特別支援教育の推進 ③「心のこもったあいさつ」沖縄一の推進 

（３）心身の健康を育む教育活動 ①安全・健康・防災教育の充実  ②体育学習の工夫・充実 ③一校一運動の積極的推進 

４ 目指す学校像  ： 「子どもが毎日通いたい学校，保護者から信頼される学校，地域が誇れる学校」 

５ 目指す教師像  ： 「教師の凡事徹底（教師の当たり前）」を励行し，子どものよさを伸ばす教師」 

６ 本校の一事徹底 ： 「心のこもった あいさつ沖縄一」 

平成 30年度の赤道小学校のスタッフです！ 

※☆マーク強調文字は新任職員 

No 学級職名 氏 名 No 学級職名 氏 名 No 学級職名 氏 名 

１ 校 長 幸喜 徹 16 ４の３ 松根 栄尚 31 県費事務 親富祖 琴音 

２ 教 頭 松田 忠 17 ５の１ 上間 美佐子 32 図書館司書 ☆崎原 千秋 

３ 教務（理科） 照屋 徹平 18 ５の２ 大城 尚弥 33 特支援ﾍﾙﾊﾟｰ ☆渡慶次 るりこ 

４ １の１ ☆地下 ゆかり 19 ５の３ 漢那 奈保子 34 特支援ﾍﾙﾊﾟｰ ☆與儀 厚子 

５ １の２ 丹野 千草 20 ６の１ ☆砂川 勝伸 35 学習支援員 ☆佐久川 佳恵 

６ １の３ 平川 真千子 21 ６の２ 吉田 李奈 36 初任研指導 ☆加島 幸治 

７ ２の１ 伊礼 薫 22 ６の３ 山田 規公 37 初任研非常勤 ☆奥間 光紗 

８ ２の２ ☆宮里 眞子 23 授業改善ﾘｰﾀﾞｰ 島袋 昌蔵 38 市費事務 ☆大城 末美 

９ ２の３ ☆赤嶺 翔二郎 24 音楽専科 ☆岡村 純 39 市費事務 ☆仲本 優子 

10 ２の４ 山川 涼子 25 たんぽぽ 1 組 比嘉 栄純 40 PTA 事務 島袋 潔美 

11 ３の１ 稲福 ひさ子 26 たんぽぽ 2 組 奥間 由紀子 41 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 具志堅 新志 

12 ３の２ 岸本 梓 27 なかよし 1 組 ☆島仲 歩 42 小中ｱｼｽﾄ 中山 妙子 

13 ３の３ 石川 由紀子 28 なかよし 2 組 高里 寿佳 43 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ ☆利根川 義昭 

14 ４の１ 與儀 勉 29 養護教諭 久保田 裕子 44 ＡＬＴ ダリル・ミッチェル 

15 ４の２ 與那覇 弥生 30 県費事務 ☆佐次田 美智子 45 ﾌﾟｰﾙ管理人 徳田 長勇 

徒歩登校、チャレンジしてみませんか！ 

本校では、今年度も徒歩登校を奨励していきます。遠距離からの通学，又は子ども達の安全・安心の確保のため、

お車での登校も見られますが、子ども達の体力の向上や登校時の安全確保、又は学校周辺道路の混雑解消のためにも

「徒歩登校」への御協力を頂きますようお願い致します。尚，お車での送りの際の「降車場所やその方法」について

は，周りの交通安全に十分気をつけられるようお願い致します。 

 

 


