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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 
事務補助 

特別支援教室専門員 
都ＳＣ 
生活支援員 
時間講師 
図書支援員 

難波 由紀 
加藤 亮介 
木村 進悟 
浦山 聡 
白井 美貴 
清水 梨穂 
杉本 美智子 
白水 菜月 
松浦 麻子 
河本 ゆか 
大塚 久恵 
島尻 朋子 

練馬区立光が丘四季の香小 
新宿区立落合第一小 
新宿区立戸塚第三小 
江東区立第二亀戸小 
文京区立関口台町小 
足立区立西伊興小 
練馬区立練馬中 
練馬区立田柄小 
（都内他校へ） 
（区内他校へ） 
退職 
退職 
 

主任教諭 
主任教諭 
主任教諭 
教諭 
教諭 
都ＳＣ 
生活支援員 
 

 

澤田 麻衣 

坪井 展 

柳澤 智子 

西川 大雅 

高山 千尋 

浅川 南 

和田 富子 

 

 

板橋区立前野小 
西東京市立谷戸第二小 
豊島区立千早小 
日野市立仲田小 
荒川区立第五峡田小 
（都内他校から） 
（区内他校から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。新型コロナウィルス感染症拡大防止対策に追われた令和

２年度ではありましたが、新しい生活様式の中で、できることを考えて、ともに成長してきた１年でありまし

た。この４月には、新たに１４６名の児童が入学し、全校児童７１５名で、令和３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、児童の気持ちの中では、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。 

 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、邁進してまいります。引き続き、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 ☆ 

【新規採用】 
教諭：中村 紘子、山下 香穂乃、高木 愛華 
非常勤教員：輿石 桂子、齊藤 洋子、篠原 俊雄 
時間講師：瀧沢 春生、石橋 美恵子、斎藤 明美 
事務補助：土居 由紀 

【産休代替（新規）】 
教諭：山元 美智子、小田 はるな 
養護教諭：佐藤 ふたば 



 
 
 
  

４月の行事予定 

6 火 始業式､入学式 

7 水 大掃除(2~6 年) 

8 木 
給食始(2^6 年) 

計測(5・6年､すまいる) 

9 金 計測(2・4年) 

10 土  

11 日  

12 月 
保護者会(5･6 年) 

計測(1・3年) 

13 火 
安全指導、聴力検査(5 年)  

保護者会(3･4 年･すまいる) 

14 水 
聴力検査(3 年､すまいる) 

避難訓練、保護者会(1･2 年) 

15 木 聴力検査(2 年) 

16 金 聴力検査(1 年) 

17 土  

18 日  

19 月 給食始(1 年)、委員会活動 

20 火 聴力検査(1 年) 

21 水 歯科検診(1･2･4 年) 

22 木 歯科検診(3･5･6 年、すまいる) 

23 金 視力検査(6 年、すまいる)  

24 土  

25 日  

26 月 視力検査（5 年）、クラブ活動 

27 火 
1 年生を迎える会 

視力検査(4 年) 

28 水 視力検査(3 年) 

29 木 昭和の日 

30 金 視力検査(2 年)、離任式 

 

＜令和３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 

     (研究主任) 神山 卓也 

主任教諭 柳澤 智子、青木 秀信、澤田 麻衣、横内 三千子、岡田 淳一  

坪井 展、山中 早苗、安里 陸郎、森山 隆博、輿石 桂子 

 １組 ２組 ３組 ４組 ５組 

1 年 澤田 麻衣 西川 大雅 山元美智子 土田 若菜 高木 愛華 

2 年 横内三千子 岡田 恵美 安里 陸郎 山中 早苗 ※１－５ 

輿石 桂子 3 年 森山 隆博 柳澤 智子 中村 紘子  

4 年 西嶋みゆき 杉山あゆみ 隈元 愛 

5 年 神山 卓也 髙山 千尋 小田はるな 薄衣 祐樹 

6 年 石井 真友 青木 秀信 波戸邉芳美 学年・学級主任 

すまいる 岡田 淳一 、矢澤 小雪、安食 佳純、羽生 真美 

専科 (算数習熟度別)坪井 展 (理科)野村 玲子  (音楽)内海 睦子 

(図工)北島 佑奈  （外国語）山下 香穂乃 

養護 佐藤 ふたば 

事務 麻田 健太郎、土居 由紀 栄養士 岩元 美幸、髙野奈津美 

けやきルーム 坂井 恵美、中村 玲子、伊澤 浩仁、牛山 暢子、平塚 康平 

非常勤教員 （経営補佐）齊藤 洋子 (新人育成１－５担当)輿石 桂子 （研修後補充等）篠原 俊雄 

専門員 野田 豊 

講師 （算数１・２年）齋藤 みどり （算数３～６年）斎藤 明美 

（算数ＴＴ）田島 晃 （図工２・３年）瀧沢 春生 （音楽３年）石橋 美恵子 

(特別支援学級)鈴木 舞、小山 薫子 

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 

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 加藤泰彦、栄 富宏、小川良彦、成島実男  （シルバー人材派遣） 
スクールカウンセラー 浅川 南 心のふれあい相談員 永森 三恵子 

外国人講師（ALT） ルシエン・マケイ 

学校図書支援員 （未定） 

スクールサポートスタッフ 金子 由利香 

学校生活支援員 濱越 裕子、水野 由理子、小松﨑 千景、和田 富子 

【産・育休】 木村 愛子、鈴木 綾子、各務 多佳子、五味 未菜子 
       髙野 奈津美（４／２６まで） 

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（月）

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。 

 すまいる学級担任の安食教諭は、現在、体調

不良により、５月までの休職をしています。時

間講師などで補充するとともに、学校全体で支

援をしてまいります。ご理解のほど、よろしく

お願いします。 


