
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ※ ３月の「北小だより」で、令和３年度は家庭訪問を行う旨お知らせしておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の状況を鑑み、感染防止対策を徹底した上で「個人懇談」に替えて実施します。詳細につきま

しては、本日配付しております「個人懇談のお知らせ」をご覧ください。 

 ※ 学習参観とＰＴＡ総会につきましては、新宮町の方針により「当面の間は実施しないこと」となりまし

たので、中止します。ＰＴＡ専門委員選出につきましては、後日、安心メール等で連絡いたします。 

※ 本年度も、毎朝ご家庭でお子さんの検温と健康チェックを行い、「健康観察カード」へ記入・提出

していただきますよう、保護者の皆様のご協力をお願いいたします。 

新宮町立 

新宮北小学校 

学校通信 

 第１号 

令和３年度 

４月７日 

１ 木 春休み 16 金 聴力・視力検査（２年） 委員会活動 

２ 金  17 土  

３ 土  18 日  

４ 日  19 月 
発育測定（１・６年） １年給食開始 

ＰＴＡ役員会・運営委員会 

５ 月  20 火 視力検査（６年）避難訓練（２・４・６年） 尿検査配付 

６ 火  21 水 視力検査（４年）避難訓練（１・３・５年）  個人懇談① 

７ 水 離任式 赴任式 始業式 22 木 聴力検査（１年１・２組） 個人懇談② 

８ 木 発育測定（３・５年） 23 金 聴力検査（１年３～５組） 

９ 金  24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月 視力検査（１年１～３組） 

12 月 給食開始（２～６年）入学式準備 27 火 視力検査（１年４・５組） 個人懇談③ 

13 火 第６回入学式 ※２～６年生はお休み 28 水 個人懇談④ 

14 水 聴力・視力検査（５年） 29 木 昭和の日 

15 木 聴力・視力検査（３年） 30 金 個人懇談⑤ 

４月の行事予定 

新宮北小学校の６年目がスタートします！ 
 陽春の候、保護者の皆様におかれましては、ご健勝にてお過ごしのこととお慶び申し上げます。
また、お子様の進級、おめでとうございます。 
  さて、全国における新型コロナウイルス感染拡大の状況も心配なところではありますが、本日、
北小開校６年目、コミュニティ・スクールとして５年目の教育活動がスタートしました。本年度
は、５年間培ってきたよさを基盤に、改善を加えながらより一人一人の状況に応じた指導を充実さ
せていきたいと考えています。具体的には「基本的な生活習慣・学習習慣の形成」「主体的に問題
解決に取り組む学習の展開」「仲間とのつながりや達成感・成就感を味わわせる場の設定」に重点
を置いて、日々の取組を進めていく予定です。 
 本校の教育目標は「よりよい社会を創り出す、たくましい子どもの育成」です。子どもたちに
は、学ぶ意欲をもち、他者と協力したくましく生きていく力を身につけて欲しい、そして、自分の
学校や住んでいる地域を誇りに思い、他者と協働しよりよい地域へと発展させる人材へと育って欲
しいと考えています。本校の教育目標をご家庭や地域でも共通理解していだだき、子どもたちに関
わる全ての人が「よりよい学校をつくるチームの一員」として、教育目標の達成に向けて取り組む
ことができるよう、本年度もご理解とご協力をよろしくお願いいたします。                     
                   

新宮町立新宮北小学校長 高口道利 



【安全・安心な学校生活のために】 

本年度も、安全・安心を第一に教育活動を展開していきます。特に登下校については、不審者情報や交通

事故が増加傾向にあります。再度、ご家庭においても、「知らない人には付いていかない」「交通ルールを

守る」等のご指導をお願いいたします。学校では、以下の３点を子どもたちに指導していきます。 

 ① 学校へは、７時５０分から８時２０分の間に着くようにしましょう。昇降口が開くのは、７時４５分

です。（子どもたちの安全確保のために、それよりも前に登校しないようにご協力をお願いします。）  

 ② 歩道橋・新宮中央駅では、走ったり遊んだりしません。右側を歩いて通ります。また、エレベーター

やエスカレーターは使いません。 

 ③ 学校へは、歩いて登校します。（やむを得ず保護者の方がお子さんを車で送迎される場合は、学童駐

車場ではなく学校の駐車場をご利用ください。ただし、長時間の駐車はご遠慮願います。本校職員の増

加に伴い、来賓駐車場が少なくなっていますので、保護者の皆様のご協力をお願いいたします。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
【令和３年度 新宮北小学校スタッフ紹介】 

【教職員異動のお知らせ】 

【離任】 

高口道利（新宮町立新宮東小学校へ） 刀坂順子（福岡教育事務所へ） 堤啓子（福津市立福間南小学校へ） 

田上萌（新宮町立新宮小学校へ） 山田恵（新宮町立新宮東小学校へ） 盛明美（新宮町立新宮東小学校へ） 

北村あづみ（古賀市立古賀中学校へ） 安部貴大（新宮町立新宮東小学校へ） 吉村由佳里（新宮町立新宮東小学校へ） 

清松佳奈（新宮町立新宮東小学校へ） 加瀬久子（退職） 二瓶昌代（退職） 松尾和希（退職） 斉藤譲一（退職） 

中島美紀（退職） 

【赴任】 

舛元俊文（福岡教育事務所より） 古市貴弘（大野城市立大野東小学校より） 上田慎一郎（宇美町立宇美東小学校より） 

樋口美貴子（大野城市立大野小学校より） 佐藤範子（新宮町立新宮東小学校より） 藤田明美（新宮町立新宮小学校より） 

永尾恵子（新宮町立新宮小学校より） 末永純子（新宮町立立花小学校より） 松本海音（新規採用） 山口華奈（新規採用） 

内村真梨子（新規採用） 中村麻衣子（新規採用） 中西千明（新規採用） 杉本節子（再任用）  

久保田菜穂（新規採用） 廣幡日南子（新規採用） 松尾和希（新規採用） 

橋口恵里香（新規採用） 植田優香（新規採用） 岩田恭子（新規採用） 

校長 舛元　俊文 ３年５組 植田　優香 おおぞら３組 岩田　恭子 特別支援教育支援員 西本　歌余子

教頭 田中　浩二 ４年１組 牛島　朋美 おおぞら４組 角町　美恵 学習支援員 久保田　浩美

教頭 古市　貴弘 ４年２組 髙武　美和 おおぞら５組 田口　哲也 学習支援員 中村　麻衣子
主幹教諭 福永　恵子 ４年３組 小路　竣太 おおぞら６組 三浦　嘉明 司書 新居田　文子

伊熊　素子 ４年４組 阿部　信一郎 おおぞら７組 内村　真梨子 心の教室相談員 橋本　昭博

伊東　千秋 ４年５組 梶原　操衣 おおぞら８組 本田　美和子 心の教室相談員 杉本　節子

双津　奈美 ５年１組 田村　昂平 通級指導 佐藤　範子 介助員 安東　和恵

廣幡　日南子 ５年２組 宮原　源門 初任者指導 長　倫子 介助員 藤田　奈小美

山本　紋子 ５年３組 大島　小春 児童支援 須古井　糸子 介助員 藤井　順子

２年１組 上田　慎一郎 ５年４組 樋口　美貴子 養護教諭 小金丸　由香 介助員 渡邉　由佳

２年２組 松本　海音 ５年５組 髙田　倫子 養護教諭 住田　礼子 介助員 畑井　みづき

２年３組 上田　奈保 ６年１組 月山　千穂 栄養教諭 石川　佳子 介助員 夏秋　三和

２年４組 北原　明奈 ６年２組 瀧口　雅弘 事務主査 髙尾　新二 介助員 平井　理恵

２年５組 山本　紀子 ６年３組 岡村　亜希 事務主事 久保田　菜穂 介助員 中西　千明

３年１組 萩尾　恵子 ６年４組 大森　亜希子 英語専科 佐伯　恵里香 スクールｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 中林　慶子

３年２組 山口　華奈 ６年５組 横山　洋子 担外 藤田　明美 育休 山口　飛鳥

３年３組 山﨑　紗也加 おおぞら１組 田中　早月 担外 永尾　恵子

３年４組 加治　章太郎 おおぞら２組 泉田　美奈 担外 末永　純子

１年生担任
は入学式で
発表します。


