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２月→寒さに負けない強い子になろう 第 10号（ 2016． 2/12）うるま市立天願小学校 創立 110年・・・伝統と誇り・・・そして創造を

学校だより 天願小の合言葉 「天」大自然をがっちり受け止めて努力している姿
児童数：７６６名 （２月１２日現在） 「夢いっぱい・感動いっぱい 生き生き 「小」天願小学校の「小」と天願川の「川」を表現
園児数：１４０名 （２月１２日現在） がんばる天願っ子」 天小からの流れは五つの海と五大州への発展を意味する

文責：校長 「円」は、「和」及び「子どもたちのたくましさ（元気）を表現
※三学期：充実（学習・生活面での自己の成長の自覚） ※校旗のデザインの説明（学校資料から）

春を待ち望む天願っ子・・・心の支度は身近な学びの継続から

２月・３月行事予定
今年度も登校する日がひと月近くとなりました。「まだ２月だ」と「もう２月だ」では、 月 日 内 容

時間の使い方に大きな差がでてきます。 ２月 ８日（月） 委員会活動（６年生）反省
今学校では、「凡事徹底」として当たり前のことを当たり前に実践し、新年度に繋げ ２月 ９日（火） あげな中学校入学説明会

るために生活面や学習面を「ふり返り」「定着する」ための補習など、学年としての「心 ２月１０日（水） 新１年生入学説明会 １４：１５（受付）
の支度」をしています。 ２月１１日（木） 建国記念日（公休日）

２月１２日（金） 児童会役員選挙（５校時）

「凡事徹底」でキラリ輝く子どもたち まずは 読み聞かせの会：夢ふうせん（高学年）
２月１３日（土） 県小学校金管バンドフェスティバル（～14）

※がんばりノート・読書をがんばった児童を紹介します。 心の鬼退治 県青少年科学作品展
１４日（日） ６年学年行事

■がんばりノート（１月末現在）・・・冊数、内容の視点から取り上げました。
２月１７日（水） 授業参観（２・４校時）

１年１組：うちまけいと（１１冊） 学校報告会（３校時）
わくたこはる、まかべみお、やぶうちあいみ（１０冊） ２月１８日（木） 音楽朝会（金管バンド演奏）

○またよしきみなり（字が丁寧で、保護者の丸つけが毎日ある。） ２月１９日（金） 職員会議（１５：３０～）
夜間街頭指導

１年２組：ちねんだいと（１３冊）ぐしけんかずき（１２冊）ちねんあやな（１１冊） ２月２４日（水） 県学力到達度調査（算：３年～６年 国：
○ちねんきょうや（大きく、はっきりした字） ３年・５年）
ちねんだいと（自分で学習に取り組む。） ２月２５日（木） 児童会役員引継ぎ式

２月２６日（金） 読み聞かせの会：夢ふうせん（低学年）
１年３組：なかままさと（１５冊）しんがきみずき（１３冊） ２月２９日（月） 職員会議（１５：３０～）

いれいこうしん、はなしろまり（１０冊） 委員会活動引継ぎ式及び活動（５・６年）
○いけみやぎけいこ（あいているスペースを漢字の練習にして有効的に使っ ３月 １日（火） 安全点検日、幼稚園生お招き会
ている。） ３月 ３日（木） 学校評議員会・評価委員会

３月 ４日（金） 読み聞かせの会：夢ふうせん（高学年）
１年４組：あかひらあいき（１３冊）なしろしょうすけ（１２冊） 夜間街頭指導

なかむらゆい、たましろののか（１１冊） ※三線の日・・・本校体育館にて三線・エイサー披露（ 12時）
○なかむらゆい（とてもていねいな字でかいている。マスもあけず、きっち
りびっしり学習している。保護者も、一字一字しっかり確認しており、本 ３月 ６日（日） ＰＴＡ作業（予定）
人への間違い直しや励ましのコメントも毎日行っている。） ３月 ７日（月） クラブ活動：４年～６年（反省）

３月 ９日（水） ６年生を送る会（児童会主催）
１年５組：あぐにともやす（１４冊）わたなべえみか、なかそねみづき（１１冊） ３月１２日（土） あげな中学校卒業式

○なかそねみづき・わたなべえみか（字がていねいで、むだなく工夫して使 ３月１８日（金） ■幼稚園卒園式
っている。） 夜間街頭指導

３月２１日（月） 春分の日（振替休）
３月２２日（火） ■幼稚園修了式（４歳児）

２年１組：にしわくがわゆうり（１４冊） ３月２３日（水） リボン贈呈式・卒業式
ペッパーさくらマディソン、かわみつりあな（１２冊） ３月２４日（木） 修了式・離任式

○あらかきれいか（毎日ていねいな字で工夫して書いている。） ３月２５日（金） 春休み
■預かり保育終了

２年２組：こくばことは、みやざとしゅうい、ひがゆね（１４冊） ４月 ６日（水） ■幼稚園入園式
○こくばことは（漢字練習も一文字一文字ていねいに書いている。自分なり ４月 ７日（木） 小学校始業式
に色をかえたり、線をひいたり工夫してノートまとめができる。） 中学校始業式・入学式

４月 ８日（金） 小学校入学式



-ホームページもご覧下さい -

２年３組：かねしろなお（１１冊）なかにしそら、マーストンレオナル ５年１組：知念未玲（１１冊）宮里柚葵、久保田心音（１０冊）
ドセイガ（９冊） ○金城妃香（字がとてもきれい。いろんな教科を工夫してや

○かねしろなお（自主的に漢字練習を行っている。） っている。）

２年４組：うえちひかり（１４冊）などやまけんと（１０冊） ５年２組：幸喜若菜、上元妃叶（１１冊）川崎さくら、久高鈴菜、神田
ひらおとは、おおしろれあ、ひがこうた、くだかみゆな（９冊） はなの（９冊）
○えのかわたくや（教科書の挿絵やブロック図などをかいて ○佐渡山綺音、川崎さくら（毎日、マスを工夫して使い、文
いたりていねいな字で書いていたりする。とても時間をかけ 字もていねいに書けている。）
て、一つの作品のように一ページを仕上げている。）

５年３組：金城りみか、我如古愛莉（８冊） ７冊達成者多数
２年５組：おくひらりくと（１０冊）きんじょうひの、おおしろさあき、 ○安慶名こころ（苦手な問題は、気をつけるポイントを自分な

こうきわかば、ねほみあ、ひらかわはる、こうちしょうた、 りに吹き出しにまとめるなど、内容に工夫がある。）
あらかきそうすけ（９冊）

○いはひろと（宿題以外の取り組みで、飼っている文鳥の様子 ５年４組：伊禮美咲、粟國美音（７冊）仲里玲美、桃原世奈、下地紗衣
や一日の出来事などを絵日記や写真を使ってまとめている。 里、新里彩巴、島袋友菜、平田芽生（６冊）
内容もおもしろい。） ○伊禮美咲、下地紗衣里、仲里玲美（授業や単元に沿って予習、

復習をしっかりおさえた学習内容である。日記も具体的にわ
かりやすく、最後の行までしっかり書いている。字の丁寧さ、

３年１組：安慶名真梨、糸満結菜、横田莉璃花、内間美結、與古田愛子 ノートの使い方がすばらしい。部活と両立して毎日しっかり
（９冊） 取り組んでいる。）

○喜納結華（家庭からのコメント・・・だんだんノートの使い
方が上手になっていきていると思います。大事な所とかカラ
フルに色づけすると分かりやすくなるので、ノートをカラフ ６年１組：新垣ななみ（８冊）新屋貫智、大城裕世、島袋寧々
ルに使ってみるのもいいと思いますよ。） 木谷采弥佳、當山紗葵、久高空、安次峰美優（７冊）

○安里瑞貴、村田直斗、銘苅えこ、知名紫永莉
３年２組：大城太陽（９冊）新里藍（８冊）原田和輝、平川慧、豊平愛 （字が丁寧。予習復習等内容を工夫して取り組めている。）

果、渡口美虹（７冊）
○牧門雛、長嶺瑠香（復習だけでなく、予習もていねいにきれ ６年２組：小田康祐、大庭かれん、前原ひかり（８冊）
いな字でがんばっている。） ○新里謙、小田康祐、大庭かれん、瀬戸桃花、渡久地眸

座間味愛咲（中学校の学習、数学・英語の予習をしている。
３年３組：宮里奏諒（１０冊）上江洲慧、長嶺海惟人（９冊） 兄弟の教科書や参考書の購入。）

佐竹琉空、佐久田杏優、米沢咲来、比嘉鈴華、川満愛唯奈 ６年３組：仲村善公、金城七星、奥原愛理（９冊）
島根美惺（８冊） ○宮良若那（予習・復習を丁寧に工夫して取り組んでいる）

○久高爽歌（親子共にがんばっている。細かいチェックやコメ
ントがある。） ６年４組：岡本柚花、溝口真珠琉、真壁芽生（９冊）

○溝口真珠琉（国・算・理・社と複数の教科の学習をしている。
４年１組：崎原愛花、佐渡山加茄、上原彩花（９冊） 漢字の読み書きだけでなく、言葉の意味や使い方についての

○崎原愛花（文字がていねいで、自分なりの工夫したノートづ 学習も充実している。）
くりをしている。図や表の活用、気づきの吹き出し等の工夫
が見られる。いろいろな教科の学習ができている。） 「扉を開けて」折原 みと ・・・図書館掲示資料より

扉を開けて 中へおはいり 扉を開けて過去をのぞいて 扉を開けて
４年２組：花城芽季、安慶名ゆんな（９冊）南風原琉依、天願樹、仲宗 未来をごらん 世界は素敵な ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ

根ゆき、増田七織、横田瑚華、金城琉希、安慶名希乃香（７冊） 小さな手には のらないおもちゃ箱 知らないことは たくさんあるけ
○仲宗根ゆき、宮里美海、増田七織（毎日の授業の振り返りや ど 知らないことは うれしいこと これからいっぱい お楽しみがあ
ノートまとめを行っている。また、とてもていねいに取り組 るんだからね 扉を開けて 扉をあけて 知らない世界へ出かけよう
んでいる。）

４年３組：淵凌万（８冊）大嶺晴己、大城七星（７冊） ■読書冊数（学年平均）・・・１月末現在
○時田星音（ただページをこなすのではなく、その日に学習し １年：１０７冊 ２年：１１８冊 ３年：９９冊 ４年：８８冊
た事を家庭学習に取り入れたりと、自分に必要な内容を選ん ５年：８９冊 ６年：９４冊 （全体：９９冊）
で取り組むことができている。）

■多読者（学年一位）
４年４組：又吉柚月華（８冊）知花綸杜（７冊）照屋美羽奈（６冊） １年：相澤朱理（２０３冊）２年： ﾗｲﾏｰ舞香 ﾃﾞﾋﾞｽ（４１０冊）

○金城究、伊波橙子（お母さんと協力して、いっしょうけん ３年：内間吾弥斗（２００冊）４年：瀬戸拓斗（２４３冊）
めい学習に取り組んでいる。） ５年：徳田竜史（１８４冊）６年：小田康祐（２９５冊）
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