
 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員組織 
 

校  長     池内 典和 

教  頭     甘利 尚之 

１年１組  平沢 玲子 

１年２組  坂口 淑美 

１年３組  松本 朝恵 

２年１組  山口  浩 

２年２組  中嶋 優子 

２年３組  中山 弘樹 

３年１組  細田久美子 

３年２組  石川  隆 

３年３組  倉沢 秀志 

４年１組  栁澤  誠 

４年２組  藤森 祥平 

４年３組  清澤 利哉 

５年１組   堀  哲史 

５年２組  齊藤 直毅 

６年１組  高橋 秋子 

６年２組  髙橋  玲 

６年３組  服部 直幸 

なかよし１  小林 真紀 

なかよし２ 金山美和子 

ことばＡ  鳥羽 峰子 

ことばＢ  武井真由美 

まなびＡ  大塚美奈子 

まなびＢ  大嵩崎めぐみ 

日本語   筒井 真一 

理科専科  滝沢 智子 

音楽専科  清水 明子 

少人数   横関 直子 

支援員   小林 幸子 

養  護   舟津 のえ 

事 務   矢島あずさ 

事 務   長坂 啓子 

図書館   山﨑 生穂 

庁  務   中曽祢和彦 

心の相談員  佐藤恵美子 

看護師   白川香奈子 

育 休   中嶋 奈緒美 

育 休   中村 円香 

育 休   木継 彰子 

内  科   宮坂  崇 

耳鼻科   飯島 正道 

歯  科   柳澤 清彦 

歯  科   松原  茂 

眼  科   甲田 尚也 

薬剤師   宮島 早代 

ＰＴＡ役員 

 

PTA会長  荒井 志郎 

PTA副会長 赤川 久美子 

和田 久美 

甘利 尚之 

顧問    池内 典和 

庶務幹事  清澤 利哉 

支部長会  栁澤  誠 

会計幹事  滝沢 智子       

会計監事  両角  静 

      工藤 恭代 

学年学級部長  園田 英利 

教養部長  宮坂 久美子 

施設部長  荒井 亜紀子 

ベルマーク部長  伊藤 大輔 

校外育成部長  荒井 ひとみ 

 

 

【支部長】 

山口    保坂 博子 

（細田・坂口・清水） 

蛇沢    山本 千恵子 

（藤森・金山） 

上川原柳町 高橋 美穂 

（齊藤・高橋秋） 

下川原柳町 半田 梨紗 

（大塚） 

愛宕町   嶋田 正美 

（柳澤） 

鍛冶町   茨木 美奈子 

（中嶋） 

上房山   熊木 美穂 

（筒井） 

下房山   宮下 絵美 

（滝沢） 

柳町    荻原 真知 

    （堀） 

上紺屋町  田中 美紀 

（石川） 

新田１   柳澤 久美子 

（服部・松本） 

新田２   宮下 和美 

（山口・平沢） 

新田３   齋藤 梨紗 

（大嵩崎・髙橋玲） 

新田４   若林 千賀子 

（小林真・中山・倉沢） 

学区外  （清澤・鳥羽・武井） 

(  ）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 

平成 26 年 合唱班こども音楽コンクール東日本大会 

出場 

信教全県大会生活科研究発表 

平成 28年 北斗の広場 遊具新設 

敬称略 

学校行 

 

平成 2９ 年度   学 校 要 覧 

 

 

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） 

職場体験学習（５年） 

北小まつり 

11月 修学旅行（６年） 

なかよし旬間 

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（１～５年） 

３月  授業参観（６年） 

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 

授業参観（高） 

７月 授業参観（低） 

高原学習（５年） 

８月  親子チャレンジ 

なかよし交流遠足 

花の集会 

 

上田市立北小学校 
〒386-0011 長野県上田市中央北３丁目 1番 52号 

TEL 0268-23-1621  FAX 0268-23-1620 

E-mail  kita@school.umic.jp 

ホームページ http://www.school.umic.jp/kita/ 
 

＜学校行事＞ 

http://www.school.umic.jp/kita/

