
 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

職員組織 
 

校  長     小岩井 彰 

教  頭     大槻 久 

１年１組  山崎 直美 

１年２組  池田 愛 

１年３組  竹内 達矢 

２年１組  宮島 淳子 

２年２組  関 智世子 

２年３組  松本 健二 

３年１組  清澤 利哉 

３年２組  小出 喜代子 

３年３組  木継 彰子 

４年１組  高橋 秋子 

４年２組  栁澤 誠 

４年３組  宮下 真紀 

５年１組  竹腰 由美子 

５年２組  藤森 祥平 

５年３組  小林 真紀 

６年１組  気賀沢 宜志 

６年２組  平沢 玲子 

６年３組  石川 隆 

なかよし１  宮脇 かおる 

なかよし２ 秋葉 容子 

ことば A  鳥羽 峰子 

ことば B  臼井 なずな 

まなび   中山 由美子 

理科専科  鈴木 仁 

音楽専科  竹内 菜穂子 

日本語   筒井 真一 

少人数学習  平林 直人 

支援員   伊藤 栄 

養  護   赤川 真由美 

事 務   立野 裕子 

事 務   福島 裕子 

図書館   長井 眞弓 

庁  務   堀内 眞 

心の相談員  関 彩奈 

体育代替  坂口 淑美 

初任指導  齋木 美奈 

育 休   中嶋 奈緒美 

産 休   中村 円香 

 

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   宮島 早代 

ＰＴＡ役員 

 

PTA 会長  德田 修二 

PTA 副会長 松平 健二 

浅村 早弥香 

大槻 久 

顧問    小岩井 彰  

庶務幹事  宮下 真紀 

支部長会  気賀沢 宜志 

会計幹事  秋葉 容子      

会計監事  柳澤 恵 

      筒井 栄理子 

学年学級部長  神津 明美 

教養部長  山本 香子 

施設部長  丸山 沙織 

ベルマーク部長  三井 直美 

人権教育部長  清水 智子 

校外育成部長  杉坂 洋子 

 

【支部長】 

山口    田口 祥子 

（宮島・秋葉） 

蛇沢    芹沢 由香 

（清澤・池田） 

上川原柳町 中村 和美 

（宮脇・藤森） 

下川原柳町 宮川 とよ子 

（栁澤） 

愛宕町   東條 朱美 

（竹内菜） 

上鍛冶町  松本 文恵 

（高橋） 

鍛冶町   栁澤 琴 

（竹内達） 

上房山   松平 静 

（宮下） 

下房山   若山 香織 

（木継） 

柳町    平野 智子 

    （気賀沢） 

上紺屋町  小出 照美 

（小林） 

新田１   若林 順子 

（小出・関智） 

新田２   髙見沢 美佐子 

（平沢・松本） 

新田３   廣岡 三加 

（山崎・筒井） 

新田４   赤川 久美子 

（石川・竹腰・臼井） 

学区外      （鈴木・鳥羽） 

(  ）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 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 

平成 25 年 合唱班こども音楽コンクール東日本大会     

      優秀賞受賞 

      環境美化教育「優秀校 協会会長賞」受賞 

      「道路功労者賞」受賞 

      体育館天井耐震補強工事完了 

敬称略 

 

 

 

９月 PTA 作業 

   職場体験学習（６年） 

10月 運動会 

遠足・校外体験学習（１～4年） 

北小まつり 

信教全県大会 

11月 修学旅行（６年） 

なかよし旬間 

職場体験学習（５年） 

授業参観・人権教育講演会 

12月 保護者懇談会 

１月 スキー教室 

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 

 

 

４月 入学式 

    １年生を迎える会 

      授業参観、PTA総会 

５月 遠足（２．３．４年） 

社会科見学（６年） 

家庭訪問 

鑑賞音楽会 

PTA 作業 

学校開放 

  土曜参観・引渡し訓練 

６月 音楽会 

７月 授業参観 

高原学習（５年）    

    親子チャレンジ 

８月 花の集会 

なかよし交流遠足 

＜学校行事＞ 



平成26年度 北小学校 グランドデザイン

＜学校経営ビジョン＞ ＜保護者の願い＞（学校評価アンケートより）
・子どもたちが仲良く、楽しく、安心できる学校

・仲間、学校、地域の支えやつながりの中で人とつ ・基礎学力の定着を目指す学校
ながり、新しい社会を創造していく力をもった子 ・心身ともに豊かな体験活動ができる学校
どもを育てる学校。 ・地域の素材・人材とふれあう活動ができる学校

「社会において自立的に生きる力」の育成
10年後、20年後に大輪の花を咲かせるための今の創造

多様な大人と直に相互に関わることをとおして、子ども 基礎とは、子どもに既成の学力を強いることではなく、 遊びは生きる力の源。子どもたちの生活そのものである。
たちは人に対する関心や愛着を深め、信頼感を構築してい 目を輝かせ、喜びをもって心身を躍動させるエネルギーを 遊びをとおして自己や友だちの尊厳に気づき、生きる意欲
く。そのことが人と人がつながって新しい社会をつくって 育てることであり、学力とは教え込まれた知識の断片の集 を育て、世界を切り拓いていく冒険心を養う。
いく力の源となる。 積量ではなく、自ら学ぶ力の強さである。

☆多様な大人の一人としての教師☆ ☆学び続ける教師☆ ☆子どもと共に遊ぶ教師☆

「多様な他者と関わり合う場」を確保します。
・外部講師によるクラブ活動 「北小学びのスタンダード」を推進します。 「週日課の改善」で遊び時間、
・地域社会と関わる職場体験学習 ・全学年共通で学び方の基本を身につける指導 自主的活動の時間を確保します。
・人に視点をあてた「ふるさと学習」 ・「ハッピータイム」（外遊びの日）を設置

「学年研究体制による授業改善」をします。 毎週水曜日は清掃なしの昼休み
「教師が子どもと向き合う時間」を確保します。 ・指導主事を専任講師とし、全職員が授業公開 ・ゆとりのある昼休み
・「朝の学級活動」から始まる週日課 さまざまな活動に取り組める昼休み
・会議の精選

よくふれあい よく学び よく遊ぶ

「ふるさと学習」
・学校りんご園でのりんご栽培
・敬老園との福祉交流活動
・外部講師によるクラブ活動

学校教育目標

「花とみどりと笑顔の学校」「花とみどりと笑顔の学校」「花とみどりと笑顔の学校」「花とみどりと笑顔の学校」
～あふれるあいさつ、ひびきあう心～

「歌声やメロディーが
響き合う学校」

・市民会館での音楽会
・合唱部、吹奏楽部の活躍

「花作りを通した環境美化教育」
・種から育てる学年花壇
・フラワーロード
・一人一鉢

「職場体験学習」
・地域の職場で実施

「異学年交流でのふれあい」
・ペア読書・ふれあい給食・えがおの大集会

＜誇りのもてる特色ある活動＞

＜３つのしつけ＞
①「はい」という返事
②あいさつ
③くつをそろえる

＜２つの習慣＞
①早寝 早起き 朝ごはん
②テレビを消して読書・学習

・笑顔まもり隊との連携強化
・ＰＴＡ活動（北小まつり、親子
チャレンジ、ＰＴＡ作業等）

・家庭学習の充実
・緊急メール配信
・学校教育方針発信

＜児童理解・適切な支援＞

＜保護者・地域との連携＞

・少人数、支援教員による個別の支援
・なかよし学級、ことばの教室、まなびの教室、日本語教室、
心の相談室、保健室と学級がつながり合う支援

友だちいっぱい 日記を書こう たくさん歩こう


