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職員組織

校 長 池田 泰司

教 頭 田畑 和秀

１年１組 宮島 淳子

１年２組 勝見 柔愛

１年３組 横関 直子

２年１組 木次 美穂

２年２組 南部 利彦

２年３組 若林 秀子

３年１組 五味 由美子

３年２組 松本 健二

３年３組 宮澤 美佐子

４年１組 小林 真紀

４年２組 碓井 彰子

４年３組 清水 嘉昭

５年１組 久保田 俊也

５年２組 宮下 真紀

５年３組 気賀沢 宜志

６年１組 児玉 尚美

６年２組 宮澤 好一

６年３組 森 政彦

なかよし１ 宮脇 かおる

なかよし２ 古川 千代子

ことば A 小池 広志

ことば B 鳥羽 峰子

まなび 中山 由美子

理科専科 鈴木 仁

音楽専科 柳澤 順子

日本語 万年 美咲

少人数学習 冨岡 ひろ美

教育支援 田中 美佐子

養 護 中嶋 奈緒美

事 務 水野 由紀子

事 務 財津 郁世

図書館 長井 眞弓

庁 務 堀内 眞

心の相談員 森 恵美

（センター研修） 山崎 光雄

内 科 宮坂 崇

耳鼻科 飯島 正道

歯 科 柳澤 清彦

歯 科 松原 典夫

眼 科 甲田 尚也

薬剤師 松野 平

ＰＴＡ役員

PTA 会長 渡邊 徹

PTA 副会長 宮嵜 元義

種村 有希子

田畑 和秀

顧問 池田 泰司

庶務幹事 横関 直子

幹事 宮脇 かおる

会計幹事 五味 由美子

会計監事 笠原 ゆり子

塩原 妙子

学年学級部長 濱 かおり

教養部長 木村 恵

施設部長 松井 博子

ベルマーク部長 川浦 寿枝

人権教育部長 髙見澤 なが子

校外育成部長 小林 道代

山口 一之瀬 由香

（清水・鳥羽）

蛇沢 小林 琴美

（森政・宮脇）

上川原柳町 西林 由里子

（碓井・若林・松本）

下川原柳町 宮川 とよ子

（五味）

愛宕町 佐藤 明美

（児玉）

上鍛冶町 小田 美枝子

（小林）

鍛冶町 廉澤 富士子

（小池）

上房山 柳澤 利恵

（宮澤好）

下房山 古畑 里佳

（宮澤美）

柳町 平野 智子

（木次）

上紺屋町 春原 美穂

（久保田）

新田１ 五味 里子

（柳澤・勝見）

新田２ 濱村 久美子

（中山・古川）

新田３ 平能 亜希子

（中嶋・気賀沢・宮島）

新田４ 井出 裕子

（南部・宮下・万年）

学区外 （横関）

( ）内 地区担当職員

北小学校沿革の概要

明治 5年 学制発布

明治 6 年 明倫学舎 上田街学校

明治 15 年 町立第 2 番「上田街学校」

町立第 3 番「進新学校（旧明倫学舎）」

大正時代 東・西・南・中央・城下の各部校に

大正 15 年 1 月 北校建設案を作成

昭和 3 年 北校開校

昭和 16 年 上田市北国民学校と改称

昭和 22 年 上田市立北小学校となる

昭和 29 年 養護学級開設

昭和 32 年 校歌制定

昭和 49 年 ことばの教室開設 北斗の広場開設

昭和 50年 花作りに取り組む（FBC コンクール）

昭和 53 年 創立 50周年記念

昭和 55年 西校舎完成

昭和 56 年 南校舎完成

昭和 57 年 中校舎完成

昭和 58年 FBC コンクール

「国土庁長官賞」受賞

昭和 60年 新プール完成

昭和 61 年 北斗の広場整備

昭和 63 年 創立 60周年記念

大星線拡張・フラワーロード整備

通学路バイパスに地下道壁画制作

平成 4年 旧プール跡地に児童センター完成

平成 6 年 岩石園完成

ソニー教育賞「優良賞」受賞

平成 10 年 創立 70周年記念

北斗の広場に遊具増設

児童会の歌「北斗のように」完成

平成 11 年 図書館情報化事業モデル校

図書のコンピュータ登録完了

平成 14 年 文部科学省

学力向上フロンティアスクール指定

平成 16 年 学力向上フロンティアスクール発表

平成 19 年 合唱班こども音楽コンクール東日本大会

優秀賞受賞

花づくり活動ベイシア教育基金受賞

平成 20年 創立 80周年記念

80周年記念全校太郎山登山

信州豊かな環境づくり県民会議表彰

平成 21 年 文部科学省道徳教育実践研究発表

敬称略



平成２３年度 北小学校の教育（教育課程編成のグランドデザイン）

＜学校経営ビジョン＞

・故郷を限りなく愛する子どもの育成

・これからの未来を担える子どもの育成

・明るく健やかに育つ子どもの育成

＜保護者の願い＞

・思いやりのある子どもに

・自分の思いを表現できる子どもに

・元気よく、たくましい子どもに

＜学校教育目標＞

「花とみどりと笑顔の学校」

～あふれるあいさつ かがやく笑顔～

＜具体目標＞

「なかよく かしこく たくましく」＜自ら学ぶことのできる学校＞

① 授業改善

・教材の開発と導入、展開・場の工夫

・つける力を明確にした学習問題、学

習課題の設定

・教師の評価、自己評価の工夫

・評価基準の明確化と工夫、改善

・学習内容の定着を図る時間の確保

② 学力向上

・学力検査の実施、分析

・学力検査を生かした指導計画作成

・学力向上をめざす指導の研究

③ 重点研究

「学ぶ意欲を高めながら、確かな力

を身につけていく指導のあり方」

・特別活動：自分の願いをもち、

よりよい学級集団を作って

いこうとする学級会活動

・算数：学力向上をめざす授業の

あり方

・外国語活動：児童が積極的に外国語

活動に取り組む教材の開発

・特別支援：ソーシャルスキル

トレーニングの授業実践

＜特色ある学校＞

① 花づくりを通した環境教育

・フラワーロードや学年花壇、一人

一鉢での勤労生産的な活動

・ＦＢＣへの参加

② 歌声やメロディーの響き合う

学校

・つける力を明確にした全校音楽

・市民会館での音楽会

・合唱部･吹奏楽部の活動

③ 子ども達が主体の児童会活動

・全校ふれあい活動(ペアと交流)

・えがおの大集会等

④ 豊かな体験活動

・敬老園との福祉交流活動

・りんご栽培を通した地域の学び

・米作りを通した食への学び

＜めざす子どもの姿＞

○仲間の傷みが分かり、自分の言動をコントロール

できる

○物事に集中して取り組み、自分の考えを表現する

○進んで身体を鍛え、懸命に働く

＜個を大切にした学校＞

① 開かれた学年学級集団作り

・お互いの｢良さ｣の認め合いから

② 特別支援教育の充実

・なかよし学級、ことばの教室、

まなびの教室が学校の中核

・支援教員による個別指導

③ 人権を大切にした取組

・いじめや差別を許さない心の育成

④ ふれあい活動

・朝や休み時間での遊びを通して

＜心の育ちを大切にした学校＞

① あいさつ運動

・「オコサ・オアシス」を合い言葉に

・あいさつを通した心の交流

② 清掃指導

・無言清掃（気づき清掃）

・学校への感謝の心を培う

③ 栽培活動

・自ら体験、自尊感情の育ち、感動の

共有、新たな気づき

＜保護者の方々の支え＞

○ 授業参観、学校訪問

○ 学年・学級ＰＴＡ活動

○ 学校評価による提言

＜地域の方々の支え＞

○ 北小笑顔まもり隊

○ 外部講師としての協力

○ 学校評議員による提言



曜日

校時
月 火 水 木 金

8：20～

8：30
朝の活動

読書

職員朝会

学級

児童会連絡 読み聞かせ

児童集会 運動･音楽

校長講話
学級 ドリル学習

8：30～

8：40
朝の会 朝の会 朝の会 朝の会 朝の会 朝の会

8：45～

9：30
１校時 １ ７ 13 18 24

移動/準備

9：35～

10：20
２校時 ２ ８ 14 19 25

10：20～

10：40
業間 わ く わ く タ イ ム

移動/準備

10：45～

11：30
３校時 ３ ９ 15 20 26

移動/準備

11：35～

12：20
４校時 ４ 10 16 21 27

12：20～

13：20
給食

移動/準備

13：25～

13：40
清掃

移動/準備

13：50～

14：35
５校時 ５ 11 17 22 28

移動/準備

14：40～

15：25
６校時

６
帰りの会

14:40～14:50

児童会

15:00～15:45

クラブ

15:00～15:50

12
帰りの会

14:40～14:50

下校

１５:０５

23 29

15：35～

15：45 帰りの会 帰りの会 帰りの会 帰りの会

下校 下校時刻 夏日課１６：３０ 冬日課(11 月～２月)１６：００

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 なかよし 計

学級 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ２ ２０

児童数 79 83 99 103 81 79 8 ５３２

（５月１日現在）

学校の現況

４月 入学式

春の交通安全週間

家庭訪問

１年生を迎える会

授業参観、PTA総会

避難訓練

５月 遠足（２．３．４年）

社会見学（６年）

集団下校訓練

読書週間

鑑賞音楽会

授業参観

PTA 作業

６月 相談日

高原学習（５年）

プール開き

７月 音楽会

授業参観

えがおの大集会

夏休み

親子チャレンジクラブ

８月 プール納め

花の集会

９月 避難訓練

集団下校訓練

運動会

秋の交通安全週間

10月 修学旅行（６年）

遠足・校外体験学習（１～５年）

なかよし交流遠足

北小まつり

読書旬間

11月 ＰＴＡ作業

なかよし旬間

三中区人権同和教育研修会

学校開放・土曜参観

12月 個別懇談会

冬休み

１月 スキー教室

そり教室

２月 スケート教室

授業参観

３月 ６年生を送る会

卒業証書授与式

春休み

学校行事など 日 課 表


