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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/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

月の生活目標  ６月の生活目標 

 「健康と安全に気をつけよう」 

湿度も気温も高い日は熱中症の危険が高まります。十分に水分

補給ができるよう、児童に水筒を持たせてください。また、体温調

節ができるような衣服の選択をお願いいたします。 

雨天時の安全な過ごし方について、指導していきます。引き続

き、ご家庭での健康観察もよろしくお願いいたします。 

今、できることを考える  

校長  田村 亜紀子  

大型連休が明けた頃から、「体育発表会」に向けて、各学年が「表現」と「短距離走」に取り組んできまし

た。「緊急事態宣言」が５月末まで延長されたため、児童同士が互いに見合わず、学年ごとの発表会として、

「今の自分たちでできること」に挑戦し続けました。さらに、緊急事態宣言が６月２０日まで再延長されまし

た。練馬区の「緊急事態宣言下においては、学校公開はしない」という方針のもと、６月１日（火）に無観客

で発表会を実施しました。 

子供たちは、「最後までがんばりきること」や、「みんなで力を合わせてよりよいものにすること」に向か

って、精一杯取り組み続けました。６年生の代表委員は、ポスターで「練習もいっしょうけんめいがんばり、

最高の体育発表会を実現させ、楽しい思い出をつくりましょう。」と呼びかけ、カウントダウンカレンダーで

意識付けをすすめました。実行委員は、みんなの思いを集め、「みんなで 明るく 笑顔で 心を一つに 協

力する体育発表会」という合い言葉にまとめ、各昇降口に掲示しました。放送委員会は、お昼の放送の体育発

表会特集で盛り上げました。 

各学年の練習の中で、日々の成長が感じられ、すばらしい表現となりました。１年生「Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ」楽

しくリズムにのり、曲の途中で場所の移動もして、体をいっぱい動かして踊りました。２年生「メイク・ユー・

ハッピー」カラフルなポンポンを揺らし、笑顔いっぱいで楽しみ、ポーズもかっこよく決まりました。３年生

「エイサー～ダイナミック北町～」足を高くあげ、ばちと太鼓の動きに気を付け、一つにそろった太鼓の音が

校庭に響きました。４年生「ＨＡＮＡＢＩ～一人一人が輝いて～」スカーフを使い、一斉の動きとタイミング

をずらした動きをし、学年で一体感のある表現になりました。５年生「北町ソーラン ＲＥＩＷＡ３」力強く

踏み込んだり伸び上がったりと、かけ声を出せない分、より大きな動きで迫力を出しました。６年生「ＭＩＫ

ＡＧＵＲＡ」事前に録音した自分たちのかけ声に合わせ、扇と錫杖を巧みにあやつりながら、静と動を表現し

きった優美な舞となりました。発表に際しては、ＰＴＡから記念として、北町小の校章が入ったマスクをいた

だきました。広報委員の方を中心に、記録をしていただいており、広報誌のできあがりを楽しみにしています。 

 保護者・地域の皆様には、直接はご覧いただけませんでしたが、「無観客」であることについて、ご理解と

ご協力をいただき、ありがとうございました。この発表会への取組を通して子供たちが得た力を、これからの

学校生活に生かしていけるよう、支援をしてまいります。 

まだまだ、新型コロナウィルス感染症への対応は続きます。引き続き、できないことを数えるのではなく、

「今、できること」を最大限に考え、子供たちの成長につなげてまいります。 

１年生交通安全教室について 

６月７日(月)に 1 年生の交通安全教

室を実施します。警察の方から、交通安

全についてご指導いただきます。その

後、実際に道路を歩き、道路に潜んでい

る危険を確認しながら安全な歩行につ

いて学習します。 

校舎設備等の改修工事について 

今年度、北町小学校では、次のように工事があります。この間、児童の安全と学習活動の保障を十分に確保

できるよう、関係各者との連携をとりながら進めてまいります。 

  期間：６月７日（月）～１１月１５日（月） （予定） 

  内容：南校舎 屋上防水・外壁等・空調設備 改修工事 

     北校舎トイレ ドライトイレへの改修 南北校舎２系統で 洋式便器化リノベーション工事 

なお、期間中は、南校舎外周・校庭・中庭の一部が立ち入り禁止となります。（囲い設置）これに伴い、保

護者・地域の皆様や学童などへの出入りが変更となる場合があります。 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月の行事予定 

1 火 体育発表会 

2 水 青葉読書月間 

3 木 
５時間授業 避難訓練 

尿検査２次 

4 金 内科検診 

5 土  

6 日  

7 月 
委員会活動 １年生を迎える会⑤ 

交通安全教室（１）①②校時 

8 火 内科検診 

9 水  

10 木  

11 金 内科検診(４・水泳指導前該当者) 

12 土 ３時間授業  

13 日  

14 月 クラブ活動 

15 火  

16 水 
小学校教育会全体研究会のため 

４時間授業 

17 木 校区別協議会のため４時間授業 

18 金  

19 土  

20 日  

21 月  

22 火  

23 水 ＰＴＡ集金日 

24 木  

25 金  

26 土  

27 日  

28 月 クラブ活動 

29 火  

30 水 研究授業のため４時間授業 

※（ ）の中の数字は学年です。 

新体力テスト 

子供たちに、体力に関心や高めようとする意識をもた

せるために、新体力テストを実施します。感染症予防の

ため、種目や実施の仕方を十分に考慮して行います。体

力の伸びを実感できる機会になればと思います。 

今年度は、一斉での実施はせず、学年ごとに記録をと

ります。また、感染症予防の観点から、測定可能な種目

のみを実施します。 

水泳指導 

 水泳指導については、現在、検討中です。後日、別紙

にてお知らせいたします。 

ミニトマトを育て始めました 

 ２年生は、生活科の学習でミニトマトを鉢に植えました。

今回は、種からではなく、苗から育てていきます。甘くて

おいしいミニトマトに育ちますようにと、願いを込めなが

ら活動することができました。 

 植物を育てることで、動植物に親しみをもち、生命を大

切にする心を育んでいきたいと思います。 

 

青葉の読書月間 

 ６月２日（水）～３０日（水）までは青葉の読書月間

です。この期間には、読書カードに読んだ本の記録を付

け、しおりをもらえるお楽しみがあります。また、教師

による読み聞かせや、図書委員会が子供たちに読書を呼

びかける活動などを行います。 

ぜひ、この機会に、ご家庭でもお子様と一緒に読書を

楽しんでください。 

 

ホームページについて 

北町小のホームページはご覧になっていますか？ 

学校行事や配布文書について確認できるほか、ブログで

学校での子供たちの様子を紹介しています。ブログでは、

体育発表会や北町小祭りなど学校行事に子供たちが全力で

取り組む姿や、普段の授業での取組について、画像付きで

紹介しています。 

随時更新中ですので、ぜひご覧ください。  

お休みに入りました 

４年３組の隈元愛教諭は、

５月１８日より出産のため

の休暇に入りました。代替教

員として、中村誠教諭が担当

しています。 



転入された先生や職員の方からのメッセージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 荒川区立第五峡田小学校から異動し、着任いた

しました髙山千尋と申します。いつでも礼儀正し

く挨拶をしてくれる北町小学校のみなさんと

日々過ごすことができ、大変嬉しく思っていま

す。これからみなさんとたくさんの楽しい思い出

が作れたらいいなと思います。一人一人が楽しく

学校生活を送れるよう、努めてまいります。児童

のみなさん、保護者の皆様、どうぞよろしくお願

いいたします。       教諭 髙山 千尋 

                            

 １年５組の担任になりました、高木愛華と申し

ます。 

みんなが元気で楽しく登校できるような学級を

作っていきたいと思います。 

みなさんと休み時間にたくさん遊んで、早く仲

良くなりたいです。よろしくお願いします。                      

教論 高木 愛華 

 

 ご縁ありまして、北町小学校へ着任いたしました

西川 大雅（にしかわ たいが）と申します。素晴ら

しい児童、教職員がいる北町小学校に来たことを嬉

しく思います。 

毎日、子供たちが「今日も頑張った。いい一日だ

った。」と手応えと成長を感じられるように、一人

一人の成長を応援したいと考えています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

教諭 西川 大雅 

 初めまして。今年度から新規教員になりまし

た、山下香穂乃と申します。外国語専科として主

に３年生から６年生のみなさんと学習をしてい

きます。明るく元気な子供たちと接すること、と

ても嬉しいです。子供たちが外国に興味をもっ

て、外国語を身近に感じ、親しめるように進めて

いきたいと思います。これからよろしくお願いい

たします。        教諭 山下 香穂乃 

 非常勤教員として、職員室で副校長先生のお手伝

いをすることになりました。元気で明るい子供たち

と接することができることも楽しみです。 

 まだまだ分からないことが多いのですが、北町小

学校の一員として、微力ですが力を尽くしたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。        

非常勤教員 齋藤 洋子 

 西東京市立谷戸第二小学校から来ました坪井

展（つぼいまこと）と申します。始業式の前日に

６年生が新学期の学校の準備に一生懸命働いて

いる姿を見て、いい学校だなあと思いました。 

よろしくお願いいたします。 

主任教諭 坪井 展 

 板橋区立前野小学校から異動してまいりました。 

１年１組担任の澤田麻衣です。幼少期から住んでい

る練馬区に勤務できることになり、大変嬉しく思っ

ています。素直でやさしい北町小の子供たちに囲ま

れ、毎日楽しく過ごしています。子供たちが笑顔で

登校できるように努めたいと思っています。どうぞ

よろしくお願いいたします。      

主任教諭 澤田 麻衣 
 今年度、豊島区立千早小学校から異動してまい

りました３年２組担任の柳澤智子です。廊下です

れ違うときに「こんにちは。」と気持ちの良いあ

いさつをしてくれる子が多く、とても素敵な学校

だなとワクワクしています。北町小学校の子供た

ちと一緒に、たくさんのことを学んでいけるよう

に頑張ります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。         主任教諭 柳澤 智子 

 

 みなさんこんにちは。今年度から北町小学校の保健

室の先生となりました、佐藤ふたばです。北町小学校

は、「自分から挨拶をしてくれる人たちが多いこと」

「高学年の人たちが委員会活動を積極的に行ってい

るところ」がとても素敵だなと感じました。これから

みなさんと過ごす中で、すてきなところをもっと見つ

けていきたいと思っています。けがをしたとき、相談

したいとき、いつでも声を掛けてください。児童のみ

なさん、保護者の方々、これからどうぞよろしくお願

い致します。   養護教諭 佐藤 ふたば 
 



 

 

 

  

新人育成教員として、主に１年５組の児童の皆さ

んと一緒に学習することになりました。北町小学校

は、全校児童７００名以上の大きな学校で、元気で

笑顔あふれる学校だなあ、と思いました。これから、

１年５組の児童だけでなく、クラブや委員会などを

通してさまざまな学年の子供たちとも触れ合える

のを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いし

ます。         非常勤教員 輿石 桂子 

 ２、３年生の図工を担当することになりました。

意欲的で思いやりのあるみなさんと共に学習がで

きることを嬉しく思います。 

 一人一人が「つくったり、かいたりすることが

楽しい！」と思える授業を心掛けていきます。ど

うぞよろしくお願いします。 

講師 瀧澤 春生 

子供たちとの新たな出会いを楽しみにしなが

ら、北町小学校の門をくぐりました。 

 あれから１か月が過ぎようとしています。元気

な北町小学校の子供たちと毎日過ごすことがで

き、うれしく思っています。たくさんのことを発見

したり工夫したりして、子供たちと一緒に学びた

いと思っています。どうぞよろしくお願いいたし

ます。        非常勤教員 篠原 俊雄 

 

 板橋区立緑小学校から参りました斎藤明美で

す。笑顔が輝く北町小の子供たちと共に過ごせる

ことをとても嬉しく思っています。３年生から 

６年生までの算数を担当させていただきます。 

「わかった！できた！」の喜びをたくさん共有

できるようがんばります。どうぞよろしくお願い

いたします。             

講師  斎藤 明美 

 

 調布市立若葉小学校から着任いたしました石橋

美恵子と申します。初めての音楽の授業の時、子

供たちは元気で、ピアノに合わせてステップを踏

んだり手拍子したり、リズム感のよさにびっくり

しました。みんなが楽しく、笑顔あふれる安心安

全の授業を心掛けて参ります。よろしくお願いい

たします。        講師 石橋 美恵子 

 北町小学校のみなさん、はじめまして。今年度

から事務室で仕事をすることになりました土居由

紀です。学校での仕事ははじめてですが、児童の

みなさんや先生方が安心して学校生活が送れるよ

う、サポートしたいと思っています。よろしくお

願いします。 

事務補助 土居 由紀 

 はじめまして 練馬区立光が丘第八小学校から

１年３組の担任になりました山元美智子です。素

直で明るい北町小学校の子供たちに出会えて、た

いへん嬉しく、これからの毎日が楽しみです。子

供たちが笑顔で、元気に過ごせるように、子供た

ちと共に頑張りたいと思います。どうぞよろしく

お願いします。                                

教諭 山元 美智子 

 

 東村山市立野火止小学校から参りました浅川南

です。保護者や児童の皆さんに活用してもらえる

相談室を、心の相談員の永森先生とつくっていき

たいと思います。木曜日に学校におりますので、

いつでも声を掛けてください。よろしくお願いし

ます。     

スクールカウンセラー 浅川 南 

 田柄中学校から来ました和田富子（わだとみこ）

と申します。みなさんと一緒にたくさんのことを

学びながら、楽しく毎日を過ごしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

生活支援員 和田富子 

 

 明るく笑顔があふれる北町小学校の子供たちと

関わっていくことができて、大変うれしく思いま

す。大学を卒業したばかりで右も左もわからない

新米ですが、これからどんな１年が始まるかとて

も楽しみです。子供たちが毎日楽しく学校に通え

るようにたくさん遊び、共に学んでいきたいと思

います。よろしくお願いいたします。              

教諭 小田 はるな                    


