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【学校教育目標】 自ら学び 豊かな心をもち しなやかに生きる子どもの育成 

【めざす児童像】 よく学び  よく遊ぶ  笑顔がすてきな北部っ子  

春とともに 進級・入学おめでとうございます 
4月7日（木）の始業式には、子どもたちが元気に登校し、久しぶりに活気あふれる北部小学校がもどっ

てきました。昨年度は創立 50 周年を迎え、保護者の皆様のご協力のもと、子どもたちの記憶に残る記念行

事を積み重ねることができました。今年度も、子どもたちの笑顔があふれる学校にしていきたいと考えます。

4月は新しい友達や先生との出会いを大切にし、目標をもって学校生活を送れるように努めていきます。 

また、4 月 8 日（金）の入学式では 166 名の新入生を迎えました。小学校入学を心待ちにしていた新入

生が、安心して楽しく学校生活を送れるように、きめ細かい支援・指導を行っていきます。 

今年度も感染症予防対策として、ご家庭での朝の検温、マスクの着用、手洗い・手指の消毒について、ご

協力を頂きます。今年度も引き続き、本校教育活動へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 
 

学校経営について 
学校教育目標は「自ら学び 豊かな心をもち しなやかに生きる子どもの育成」、めざす児童像は「よく学

び よく遊ぶ 笑顔がすてきな北部っ子」です。教職員がチーム一丸となって、令和４年度の 3 つの重点目

標「学力向上・豊かな人間関係作り・一人ひとりの児童への個に応じた支援の充実」に取り組むことで、学

校教育目標の具現化を目指します。「北部っ子 5つのあたり前」の行動目標が達成できるよう、子どもたち

に継続して指導していきます。地域とともに歩む学校作りや、安心安全な学校作りが学校を支えています。

北部っ子の健やかな育成のために、保護者や地域の皆様方のご支援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 「自ら学び 豊かな心をもち しなやかに生きる子どもの育成」 

幼保小中連携・一貫教育の推進 

重点目標：学力向上 
よく学び・・・学ぶ楽しさを味わう子 
◇わかる授業 

 ・考えを組み立て学び合う授業 

 ・比較検討の場の工夫 

 ・ＩＣＴ教育の充実（児童の活用を増やす） 

 ・多くの教職員で子どもを見る授業の工夫 

◇系統的・継続的な学習指導 

 ・学びに向かう姿勢 

 ・学習の振り返り 

・家庭学習の充実  
◇「人から学ぶ」場の設定 

 ・地域の教育力を生かした学習活動 

・体験を通した実感的な学び 

重点目標：豊かな人間関係作り 
よく遊ぶ・・・人と豊かにかかわる子 
       運動に親しむ子 
◇豊かな心を育む 

〈交流活動の充実〉 ・異学年交流 

・特別支援学級と通常学級の交流 

・幼稚園、こども園、保育園、中学校、 

地域の方々との交流 

◇健やかな体と心を育む 

・自分の目標を持って挑戦する子の育成 

・正課体育、学年体育の充実 

・専門的な知識を有する方を招いての 

健康教育、生命尊重の教育 

・健康観察の重視 

めざす児童像 「よく学び よく遊ぶ 笑顔がすてきな北部っ子」 

重点目標：一人ひとりの児童への個に応じた支援の充実 
笑顔がすてきな北部っ子・・・しなやかな心を持ち、自分のことが好きな子 

◇自信を持たせる ・学習や日々の生活で児童が自信を持てる関わりをする 

◇「見ていてくれる」「守られている」という安心感 ・いじめの早期発見、早期解決に努める 

◇一人一人の居場所づくり ・自分は役に立っているという実感が持てる学級づくり 

◇しなやかな心の醸成 ・自信と寛容な心を育み、困難を乗り越えるしなやかな心を醸成 
 

北部っ子 
５つのあたり前 

１ 気持ちのよいあいさつ 
２ 時間を守る 
３ 話をよく聞く 
４ 困っている人がいたら助ける 
５ いっしょうけんめい、そうじ 

地域とともに歩む学校づくり 安全安心な学校づくり 

 

 



 
令和４年度の教職員です。1年間よろしくお願いします。 

校長 山本 伸一   教頭 赤塚 直子   教務主任 木津 圭輔                                     

 １組 ２組 ３組 ４組 ５組 

１年 安藤 温子 永井 銀 三木 明日香 田口 真衣 鈴木 えりか 

２年 小澤 真利江 九尾 舞子 藤平 光 小林 登志美  

３年 月舘 雅代 池田 真奈花 佐藤 怜子 後藤 知代子  

４年 菅谷 祥子 神野 珠希 森岡 舞色 板倉 香奈  

５年 塚本 望 金島 有華 山崎  史貴 日髙 収  

６年 瀧口 寛 石栗 笑 金﨑 由香   

ひまわり 松井 圭子 植木 恵子 阿部 徹也   

産休中職員 吉田 紗英・久家 茜・加兒 祥子  ※ALTはこれから着任します 

【相談窓口のご案内】 

お子様のことで心配なことや気になることがございましたら、下記職員が窓口になりますのでご相談ください。 

○教育相談（柏木 彩子＜SLC＞）（寺元 梨紗＜県SC＞）（植木 恵子） 

○セクハラ相談（教頭・赤塚直子）（塚本  望） 

○特別支援教育コーディネーター（阿部 徹也）（九尾 舞子）（板倉 香奈）（石栗 笑） 

○養護教諭（橋本 陽子） 

【児童の写真等の掲載について】 

児童の学校での様子を保護者や地域の皆様にできるだけわかりやすくお知らせするために、「北部小だよ

り」および「北部小学校ホームページ」では、活動の様子を撮影した写真を掲載する場合があります。ま

た、学校行事等の際に浦安市のケーブルテレビが取材に入る場合もあります。あらかじめ、ご承知おきい

ただき、ご理解のほどお願いいたします。 

なお、本件につきまして不都合等がございましたら担任までお申し出くださいますよう、併せてお願い

いたします。   

◆北部小だよりは北部小学校のホームページでもご覧いただけます 
 
 

【教科書について】 

新しい学年で使用する教科書を配付しました。教科書は、これからを担う子どもたちへの期待をこめて

税金によって無償で支給されているものです。大切に使用させながら、学力向上を図っていきたいと考え

ます。 
 

【児童名簿について】 

  今年度から、児童名簿を男女混合名簿としましたのでお知らせいたします。 
 
～交通安全街頭指導を行います～ 

４月１１日（月）１２日（火）１３日（水）の３日間は、７時４０分から教職員が通 

          学路に立って、子どもたちに安全な歩行や挨拶などの登校指導を行います。学期始め 

は生活リズムを整えることが大切です。ご家庭でもお子様を元気に送り出してあげてく 

ださい。 

 音楽専科 田村 菜穂子 養護教諭 橋本 陽子 事務職員 小野 武志 

理科専科 若月 満 
少人数指導 

高梨 俊雄 初任者指導 寺尾 里代 

外国語専科 伊藤 理都子  初任者後補充 未定 

学年・教科支援教員 

中村 沙衣 櫻井 麻友美 篠原 寛子 理科教育推進教員 鈴木 圭子 

島津 健一 笹本  章子 坂元 久美子 学習支援室活用推進教員 平川 真貴子 

遠藤 晴美 松下   香  図書館司書 萩原 真巳子 

心 身 障が い児 支援 員 
本間 ひろ子 SLC 柏木 彩子 市事務 指田 恵子 

高橋  克枝 県・SC 寺元 梨紗 用務員 植草 美紀江 

 

 
 

 


