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            北町小だより    練馬区立北町小学校 

                                       校長 田村 亜紀子 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

離任者 氏名 転出先 着任者 氏名 前任校 

校長 

主幹教諭 

主任教諭 

主任教諭 

教諭 

教諭 

講師 

事務 

学校栄養補助員 

非常勤教員 

心のふれあい相談員 

稲葉 孝之 

沖山 宗弘 

望月  修 

小野寺 史朗 

木村 祐基 

光川かおり 

藤倉 知子 

青木 智津子 

澁谷 槙 

田中 雅子 

木村 智恵美 

退職 

文京区立関口台町小学校 

江東区第二砂町小学校 

板橋区立弥生小学校 

江戸川区立第二葛西小学校 

退職 

退職 

練馬区立向山小学校 

退職 

練馬区立高松小学校 

退職 

校長 

主幹教諭 

主任教諭 

主任教諭 

教諭 

教諭 

教諭 

教諭 

教諭 

事務 

栄養士 

心のふれあい相談員 

田村 亜紀子 

野村 玲子 

青木 秀信 

岡田 淳一 

安食 佳純 

土田 若菜 

下坂 茜 

白井 裕美 

平塚 康平 

麻田 健太郎 

髙野 奈津美 

永森 三恵子 

東大和市立第六小学校 

西東京市立栄小学校 

練馬区立八坂小学校 

小平市立小平第六小学校 

新規採用 

新規採用 

新規採用 

新規採用 

新規採用（4 月１６日～） 

都庁福祉保健局 

練馬区立田柄第二小学校 

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。 

・生活指導上の重点目標である、３つのあ「あいさつ・あつまり・あとしまつ」を意識して生活できるよう指

導していきます。ぜひ、ご家庭でも気持ちのよいあいさつや時間を守ること・使った物のあとしまつ等でき

るようお声かけください。子供たちが、希望をもって新年度のスタートを切れるよう見守ってください。 

 

ご入学、ご進級   おめでとうございます  

校長  田村 亜紀子  

 暖かな日差しが何よりうれしい季節になりました。校庭の桜も満開を迎え、新年度の始まりをお祝いし

ています。私は、前任の稲葉孝之先生より引き継ぎ、今年度より、北町小学校の校長として着任いたしま

した田村亜紀子と申します。本校は、この４月に、新たに１１１名の児童が入学し、全校児童６５６名で、

平成３１年度のスタートを切ることができました。 

 さて、新しい学年が始まり、児童の気持ちの中には、何か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た新６年生を見ていると、晴れ晴れとした顔つきで、「いよ

いよ、北町小学校の最上級生だ。北町小の顔として、力いっぱいがんばろう！」という意気込みが感じら

れました。新２年生は、入学式の「歓迎の出し物」の練習を通して、「今まで、たくさんお世話をしても

らった。今度は、わたしたちがお世話をする番だ！」と、早くも上級生としての顔を見せていました。 

 学校は、児童にとって社会そのものです。あこがれの上級生やかわいい下級生がいる中で、同じ学年の

友達と、学び合い、生活を共にし、成長していきます。「みんなで」考えたり実際にやってみたりしなが

ら、「共に、よりよく生きる社会を作り上げる」ことを実践的に学んでいきます。「自分もよくて、みん

なもよいこと」を、一緒にさがしながら、共に成長をしていく場なのです。 

そして何より、「学校は楽しいところ」でなければなりません。一人一人の児童が登校することを楽し

みにし、どの子も安心して安全に過ごせる魅力的な学校づくりを、全教職員で一丸となって励んでまいり

ます。また、地域の皆様にも愛され、地域とともに歩む学校を目指して、邁進して参ります。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。  

☆ 職員異動の紹介 ☆ 

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


 

 

 

 

４月の行事予定 

8 月 C､始業式､入学式 

9 火 
B2(1 年)･B5(2~6 年)､給食始 

定期健康診断始､大掃除(2~6 年) 

10 水 

B3(1 年)･B5(2~4 年)・B4(5･6 年)

安全指導、腎臓病検査①(全) 

保護者会(5･6 年) 

11 木 

給食始(1 年) 

視力検査(すまいる) 

計測(5・6 年､すまいる) 

12 金 

B4(3･4 年､すまいる)、計測(3・4 年) 

保護者会(3･4 年･すまいる) 

ぐんぐん 

13 土  

14 日  

15 月 対面式、委員会、計測(1・2 年) 

16 火 
B4(1･2年)、聴力検査(5年､すまいる) 

保護者会(1･2 年) 

17 水 
歯科健診(全)、ぐんぐん 

腎臓病検査②(全) 

18 木 
全国学力調査(6 年) 

聴力検査(3 年) 

19 金 
避難訓練､聴力検査(2 年) 

ぐんぐん 

20 土  

21 日  

22 月 
清掃工場見学①(4 年) 

聴力検査(1 年)､クラブ 

23 火 遠足(2 年)、視力検査(6 年) 

24 水 
清掃工場見学②(4 年) 

視力検査(5 年)、ぐんぐん 

25 木 遠足(すまいる)、視力検査(3 年) 

26 金 
A5(全)、1 年生を迎える会 

離任式 

27 土  

28 日  

29 月 昭和の日 

30 火 国民の休日 

※（全）：全学年 

通常の時程と変更がある時、記載しています。 

A：清掃あり B：清掃なし C：特別時程 

 

＜平成３１年度の職員組織＞  よろしくお願いします。 

校長  田村 亜紀子    副校長 神宮  聡 

主幹教諭 （教務）野村 玲子  （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 

岡田 淳一 木村 進悟   佐藤 菜穂子  竹内 尋子   

青木 秀信 山中 早苗   各務 多佳子  神山 卓也 

安里 陸郎 森山 隆博 

 1 組 2 組 3 組 4 組 

1 年 波戸邉 芳美 ○神山 卓也 下坂 茜 加藤 亮介 

2 年 薄衣 祐樹 ○竹内 尋子 石井 真友 白井 美貴 

3 年 ○木村 進悟 土田 若菜 五味 未菜子 浦山 聡  

4 年 ○横内 三千子 杉山 あゆみ 山中 早苗 

(平塚 康平) 

○：学年主任 

学級主任 

5 年 安里 陸郎 ○青木 秀信 森山 隆博 

6 年 西嶋 みゆき 清水 梨穂 ○岡田 哲史 

すまいる ○岡田 淳一  佐藤 菜穂子  矢澤 小雪  安食 佳純 

専科 (理科)野村 玲子      (音楽)白井 裕美 

(図工)北島 佑奈   (算数習熟度別)難波 由紀 

養護 各務 多佳子 

事務 麻田 健太郎 杉本 美智子 栄養士 髙野 奈津美 

けやきルーム 坂井 恵美 渡邊 純子 玉井 雄也 小山 薫子 

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、城北給食事業協同組合に委託） 

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 

講 師 (算数習熟度別)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 永森 三恵子 

外国語活動アドバイザー 津田 信子 外国人講師（ALT） ルシエン・マケイ 

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 杉山 貴子 

(非常勤・特別支援学級）小松﨑 千景 河元 ゆか 

【育休】 隈元 愛  木村 愛子  鈴木 綾子  

【産休】 山中 早苗 （４月１８日～） 

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と

ともに掲載し、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１２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。 


