
平成 29 年度スタート ご入学 ご進級 おめでとうございます

新学期となり、久しぶりに子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。
お子様のご入学、ご進級、心からお慶び申し上げます。
このたびの人事異動により前任の上杉校長のあとを受け、杭瀬小学校より本校へ着

任しました武市俊彦（たけいちとしひこ）です。どうぞよろしくお願いいたします。
立花北小学校は、私が尼崎市で最初に勤務した学校です。懐かしさを感じるととも

に、子どもたちが生き生きと過ごす学校にしたいと思いを膨らませています。
新校長として、「やる気」「根気」「元気」な「たちきたの子」育成のため、新たに

着任した教員を含め全教職員で、子どもの健やかな成長に向けて取り組んでいきたい
と考えております。

今年度の本校の学校教育目標、めざす子ども像は次のとおりです。

学校教育目標

めざす子ども像

た… たくましいからだと心ゆたかな子 （体力と情操）
ち… ちからいっぱいがんばる子 （意志と責任）
き… きまりをまもり すすんではたらく子 （自律と勤労）
た… たすけあい みがきあう子 （協調と向上）

子どもたちは、新しい学年・学級、新しい仲間に大きく期待を膨らませ、新たな気
持ちでこの一年をがんばっていこうとしています。出会いを大切に。そして、チャレ
ンジする勇気を持ち、成功体験を重ね、少しずつ自信を高め、自分や学校がより好き
になることを願っています。担任と保護者の皆様が信頼関係で結ばれ、共に子どもの
成長を見守り・支えることが大切です。実りある一年となりますよう、保護者の皆様
や地域の方々のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

（校長 武市 俊彦）

さようならお元気で

上杉 信也 校長先生 ご退職

松場 智子 先生 園和小学校へ 伊藤 啓子 先生 金楽寺小学校

小阪 直葉 先生 園田北小学校へ 杉本 律子 先生 武庫北小学校へ

上川 賢郎 先生 七松小学校へ 山本 千尋 先生 名和小学校へ

尾﨑三恵子 先生 塚口小学校へ 松尾 厚志 さん（校務員）浜小学校へ

森田真由美 先生（介助員）武庫南小学校へ

山下 光子 先生（介助員）ご退職 西村真由美 先生（介助員）ご退職

星野真奈美 先生（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ）ご退職

尼崎市立立花北小学校

校 長 武 市 俊 彦

（発行 平成 29 年 4 月 7 日）

立北 HP ＷＷＷアドレス http://www.ama-net.ed.jp/school/E26/index.htm

個と集団のかかわりに基盤をおき、人間尊重の精神に徹して、豊かな心とたくましい体を

持つ子どもの育成をめざす

こんにちは よろしくお願いします

４月の行事予定

月 火 水 木 金 土 日
１ ２

春季休業日 春季休業日

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

春季休業日 春季休業日 春季休業日 春季休業日 退任式
着任式
始業式

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

入学式 身体測定 委員会活動 代表委員会 参観・懇談
（６年生） 身体測定 身体測定 (高学年)

（５年生） （４年生） 身体測定
離任式 定時退勤日 （１年生）
給食開始

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

１年生を迎え 全国学力・学習 内科検診 内科検診 参観・懇談
る会 状況調査（６年） （３・５年） （２・６年） （低学年）
身体測定 参観・懇談 身体測定 定時退勤日
（２年生） （中学年） （３年生）

心電図・心音図 参観・懇談
（１・４年） （ひまわり）

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

朝会 家庭訪問 家庭訪問 家庭訪問 家庭訪問 昭和の日

家庭訪問 （上ノ島２） （上ノ島３） （立花３） （予備日）

（上ノ島１） １年生給食開始 尿検査

尿検査

定時退勤日について

５月以降の主な行事予定 兵庫県教育委員会では、平成 25 年度より、

５月 ２日（火）一斉下校 週１回以上の「教職員定時退勤日」を県内全

１１日（木）・１２日（金）６年修学旅行 ての学校において設定・実施するよう、各教

２３日（火）参観・ＰＴＡ総会 育委員会に依頼しています。「定時退勤日」

９月２３日（土）体育大会（予備日２４日） の実施により、すべての教職員が精神的なゆ

１２月 １日（金）・２日（土） 音楽会 とりを持って、一人一人の児童に向き合うこ

１月２９日（月）～２日（金） ５年自然学校 とのできる環境作りを進めることとしていま

す。本校では、木曜日を「定時退勤日」とし

て設定しています。

武市 俊彦 校長先生

繁田 郁子 先生 武庫北小学校から 岡 雅昭 先生 武庫北小学校から

山村 優介 先生 園田東小学校から 笹部 裕也 先生 新採用

池野 明子 先生 竹谷小学校から 板倉雅一郎 さん（校務員）尼崎双星高校から

鎌野久美子 先生（介助員） 筒井千代美 先生（介助員）

小山 智朗 先生（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ）



新しい教室は次のとおりです。

北校舎 東校舎南

4F ６－１ ６－２ 算数教室 音楽室 ＰＴＡ室 子どもクラブ

3F ３－１ ３－２ ３－３ ５－１ ５－２ 更衣室女 更衣室男

2F ２－１ ２－２ ２－３ ４－１ ４－２ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 総合室

1F ひまわり２ ひまわり１ 計算科・外国語 １－１ １－２ 家庭科室 児童会室

担任・職員紹介
校長 武市 俊彦 教頭 向井 美鈴

学年等 １組 ２組 ３組 専科

ひまわり 岡 雅昭 村上 久美子 音楽 刑部 聡子

１年 繁田 郁子 立田 輝久 図工 池野 明子

２年 三宅 彩香 笹部 裕也 猿澤 夏美 養護 佐々木えりか

３年 前田 智子 山村 優介 板谷 健介 栄養 雑賀 真紀

４年 谷口 沙織 荒井 直樹 事務：黒田 貴美子

５年 堂前 真衣子 井實 康了 新学習（5･6 年算数）

６年 中野 一哉 岸本 里紗 西田 亙

校務：板倉 雅一郎・藤井 加代子

ALT：オリジット・バナジー 外国語活動英語指導補助員：杉尾 香織
計算科：本間 章子 教育支援員：伊藤 千絵
読書力向上支援：弓場 厚子、濵田 恵子
特別支援学級生活介助員：鎌野 久美子、筒井 千代美
放課後学習支援：小林 佑実子、中島 来未
スクールカウンセラー：小山 智朗

○新学習システムの５年・６年では、兵庫型教科担任制で行います。新学習の教員と担
任が算数を担当し、社会科と理科は担任が分担して受け持ちます。

○ＡＬＴは、５年・６年の外国語活動の時間に補助として年１０回外国語指導助手が来
ます。

○外国語活動英語指導補助員は、５年・６年の外国語活動の時間に補助として年３回来
ます。

○教育支援員は、通常学級で教育的支援が必要なとき学習面や行動面での支援を行いま
す。

○読書力向上支援は、読み聞かせや貸し出し支援、環境整備等の図書室活用の支援・補
助を行います。

○特別支援学級生活介助員は、特別支援学級での衣食住等の生活に関する介助を行いま
す。

○放課後学習支援は、週２回程度放課後に宿題や基礎基本の学習の補助を行います。
対象学年及び参加募集については、後日お知らせいたします。

お知らせ
名札は２年生以上の学年で、学校でのみつけることになっています。登校したらつけて、

帰るときには、はずして学校に置いて帰ることになります。

各学年の週時間
１年生

月曜日 → ５時間目まで
火曜日 → ５時間目まで
水曜日 → ５時間目まで
木曜日 → ５時間目まで
金曜日 → ５時間目まで

２年生
月曜日 → ５時間目まで
火曜日 → ６時間目まで
水曜日 → ５時間目まで
木曜日 → ５時間目まで
金曜日 → ５時間目まで

３年生
月曜日 → ５時間目まで
火曜日 → ６時間目まで
水曜日 → ５時間目まで
木曜日 → ５時間目まで
金曜日 → ６時間目まで

４年生
月曜日 → ６時間目まで
火曜日 → ６時間目まで
水曜日 → ５時間目まで

（クラブの時は６時間）
木曜日 → ５時間目まで
金曜日 → ６時間目まで

５年生・６年生
月曜日 → ６時間目まで
火曜日 → ６時間目まで
水曜日 → ５時間目まで

（委員会、クラブ時は６時間）
木曜日 → ５時間目まで
金曜日 → ６時間目まで

15:25

※クラブ活動は４・5･6年生、委員会活動は5･6年生が参加する。 ※月、水、木は職員朝礼をしない。

６校時(45分）

（移動）

校内研究の日
等

17:00

運営委員会等
各種部会
研究の日

職員会
研究会等

15:30

委員会（45分）

クラブ（50分）

平成29年度 校時表

13:00

13:40

14:25

8:30

8:45

9:30

給食片付け・清掃準備

清掃時間（１５分）

14:40

15:15

10:20

10:45

11:30

11:35

13:05

13:20

12:20

第 ４ 校 時(45分)

給食指導（40分）

20分休憩

５分休憩

9:35

朝会
集会

※ない時は読書

職員朝礼
読書タイム
朝の会

読書タイム
そろばんタイム

計算タイム
朝の会

読書タイム
そろばんタイム

計算タイム
朝の会

5分休憩

14:30

5分休憩

25分休憩

第 ３ 校 時(45分)

第 ５ 校 時(45分)

日課表、週行事

６校時

金月 火 水 木

職員朝礼
読書タイム
朝の会

第 １ 校 時(45分)

第 ２ 校 時(45分)


