
                                                  平成３０年４月号 平成３０年４月６日 

    

            北町小だより    練馬区立北町小学校 

                                       校長  稲葉 孝之 

http://www.kitamachi-e.nerima-tky.ed.jp/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜職員異動の紹介＞ 

離任者 氏名 転出先 着任者 氏名 前任校 

主任教諭 

主任教諭 

主任教諭 

教諭 

教諭 

教諭 

特別支援教室専門員 

及川 和子 

湯本 美緒 

早坂 透 

香川 瑞穂 

若狹 有紀 

田島 彩乃 

瀬々 和 

板橋区立上板橋第四小学校 

練馬区立八坂小学校 

練馬区立南町小学校 

小平市立小平第十小学校 

足立区立亀田小学校 

北区立西浮間小学校 

退職 

主任教諭 

主任教諭 

教諭 

教諭 

教諭 

教諭 

特別支援教室専門員 

学校生活支援員 

外国人講師（ALT） 

横内 三千子 

坂井 恵美 

浦山 聡 

波戸邉 芳美 

杉山 あゆみ 

玉井 雄也 

白水 菜月 

小松﨑千景 

シエラ イートン 

練馬区立開進第三小学校 

練馬区立光が丘四季の香小学校 

板橋区立加賀小学校 

新規採用 

新規採用 

新規採用 

新規採用 

新規採用 

新規採用 

 

月の生活目標  ４月の生活目標 「学校のきまりを守ろう」 

・保護者会で配布する「北町小スタンダード」で学校のきまりを確認してください。 

・「全国春の交通安全運動」 ４月６日（金）～１５日（日） 

道路の歩き方、自転車の乗り方等、各学級で指導をしていきます。ご家庭でも交通安全に向けての話し合い

をしていただけると効果が上がります。 

 

入学、進級、本当におめでとうございます！  

校長  稲葉 孝之  

 暖かな日差しが何よりうれしい季節になりました。校庭では、桜を追うようにチューリップ、ハナモモ、

ヒメリンゴなどが色鮮やかな花を咲かせています。そして、イチョウも芽吹き始め、春本番を告げていま

す。 

 子供たち一人一人は、それぞれ希望に胸を膨らませて入学、進級し、希望に満ちた日を迎えられたこと

と思います。 

 新しい学年が始まり、子供たちは何か気持ちの上で一回り大きくなったような気がするのではないでし

ょうか。４月５日に新年度の準備に来てくれた新６年生を見ていると、晴れ晴れとした顔つきで、「北町

小学校のよい伝統を引き継いでがんばろう！」そんな様子が感じられました。 

 本校では、３月に８５名が卒業していきましたが、この４月には、新たに１１３名が入学して、全校児

童６６８名で平成３０年度がスタートしました。 

 新年度は、新しい出会いによって始まります。人の人生は人との出会いを通して、「心を養い、考えを

深め、生き方を探る」と言われます。このことは子供を指導する立場として心に焼き付けておく必要があ

ると思います。そして、教師と子供と保護者が、「お互いに、よい出会いだった」と言えるようでありた

いと思います。教職員も、新年度のスタートに当たり、子供たちの自己実現のためにあらゆる面から指導

や支援をしていきたいと気持ちを新たにしております。一人一人の子供が登校することを楽しみにできる

ような、そして、どの子も安心して安全に過ごせるような、魅力的な教育環境を整えていきたいと考えて

います。全教職員で全児童を教え見守り、地域とともに歩む学校づくりを目指して、今年度も精一杯努力

をしてまいりますので、保護者・地域の皆様のご支援、お力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。  

 

 

  

 教職員も、新年度のスタートに当たり、子供たちの自己実現のためにあらゆる面から指導や支援をし

ていきたいと気持ちを新たにしております。一人一人の子供が登校するのが楽しみにできるような魅力が

あふれ、どの子も安心して安全に過ごせるような教育環境を整えていきたいと考えています。全教職員で

全児童を教え見守り、地域とともに歩む学校づくり、「ふるさと八坂小」を目指して、今年度も精一杯努

力をしてまいりますので、保護者・地域の皆様のご支援、お力添えを賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

  

 

http://www.kitamachi-e.nerima-tky.ed.jp/


 

 

 

 

４月の行事予定 

6 金 C､始業式､入学式 

7 土   

8 日   

9 月 
B2(1 年)･B5(2~6 年)､給食始､ 

定期健康診断始､大掃除(2~6 年) 

10 火 
A3(1 年)､安全指導､ 

計測(5・6 年､すまいる) 

11 水 
B4(4~6 年)､給食始(1 年)､ 

保護者会(4~6 年)､計測(2･3 年) 

12 木 
B4(1~3 年､すまいる)､計測(1･4 年)、

保護者会(1~3 年･すまいる) 

13 金 
けやきルーム保護者会､SC 来校、

ぐんぐん､聴力検査(3 年･すまいる) 

14 土   

15 日  

16 月 
対面式、委員会､聴力検査(2 年)､

蟯虫キット配布(1 年) 

17 火 
全国学力調査(6 年)､ 

聴力検査(1 年) 

18 水 ぐんぐん､歯科健診(全) 

19 木 
避難訓練､聴力検査(5 年)､ 

寄生虫検査①(1 年) 

20 金 

ぐんぐん､清掃工場見学①(4 年)､

視力検査(4 年)､ 

尿検査キット配布､SC 来校 

21 土   

22 日   

23 月 クラブ､腎臓病検査①(全) 

24 火 遠足(2 年)､視力検査(6 年) 

25 水 
ぐんぐん､清掃工場見学②(4 年)､

視力検査(2 年) 

26 木 1年生を迎える会､視力検査(5年) 

27 金 
ぐんぐん､学校探検(1･2 年)､ 

視力検査(3 年)､SC 来校 

28 土   

29 日 昭和の日 

30 月 振替休日  

※（高）高学年 （中）中学年 （低）低学年 

 （全）全学年 

＜平成 30年度の職員組織＞  よろしくお願いします。 

校長  稲葉 孝之    副校長 神宮  聡 

主幹教諭 （教務）沖山 宗弘  （生活指導）西嶋 みゆき 

主任教諭 難波 由紀  横内三千子 岡田 哲史  加藤 亮介 

小野寺史朗 木村 進悟  望月  修  佐藤菜穂子 

竹内 尋子  鈴木 綾子  各務多佳子 山中 早苗 

坂井 恵美 

 1 組 2 組 3 組 4 組 

1 年 ○木村 進悟 波戸邉 芳美 浦山 聡 白井 美貴 

2 年 ○横内三千子 隈元 愛 石井 真友 森山 隆博 

3 年 沖山 宗弘 杉山あゆみ ○山中 早苗  

○：学年主任 

学級主任 

4 年 ○竹内 尋子 西嶋みゆき 薄衣 祐樹 

5 年 神山 卓也 清水 梨穂 ○岡田 哲史 

6 年 ○望月 修 加藤 亮介 五味未菜子 

すまいる ○小野寺史朗  佐藤菜穂子  木村 祐基  矢澤 小雪 

専科 (理科) 鈴木 綾子     (音楽)福田 愛子 

(図工)北島 佑奈   (算数少人数)難波 由紀 

養護 各務 多佳子 

事務 青木 智津子 杉本 美智子 学校栄養補助員 澁谷 槙 

けやきルーム 坂井 恵美 増田麻利子 渡邊 純子 玉井 雄也 

用 務 （区から、ユニオンサービス株式会社に委託） 

給 食 （区から、日本国民食株式会社に委託） 

学童擁護員 菅原 正 高野浩邦 高橋博史 長谷部加代子 （シルバー人材派遣） 

施設管理員 奧冨孝雄 加藤泰彦 多田勝美 茂木寿雄 （シルバー人材派遣） 

校  医 (内科)國分 裕司 (歯科)中田 郁平 (眼科)堤 篤子 

(耳鼻科)町野 満 (薬剤師)内田千恵子 

非常勤教員 (初任者研修・二年次・三年次研修後補充)田中 雅子  

講 師 (算数少人数)田島 晃(特別支援学級)鈴木 舞(主任軽減・特別支援学級)大塚 久恵 

スクールカウンセラー 松浦 麻子 特別支援教室専門員 白水 菜月 

心のふれあい相談員 木村 智恵美 

外国語活動アドバイザー 津田 信子 外国人講師（ALT） シエラ イートン 

学校図書支援員 島尻 朋子 

学校生活支援員 (非常勤・通常学級）濱越裕子 

(非常勤・特別支援学級）小松﨑千景 河元 ゆか 

【育休】 安里 陸郎 

学校だより・ホームページ等の写真掲載のお願い 
北町小では、子供たちの生き生きとした姿や行事での教育活動の様子を学校便りやホームページ等で写真を掲

載し、公開しております。お子様の写真を事情により控えたい方は、恐れ入りますが、４月１３日（金）までに

担任へ連絡帳等でお知らせください。ご協力の程よろしくお願いいたします。 


