
                                          

今日に絆  明日に絆  心に絆  八北の子   児童数４３５名 

なかよく  かしこく  たくましく 

      

   笑顔は太陽、健康第一 
 

                    校 長  松 本 由 美  

 

正門を入ると、きれいに並べられたチューリップが出迎えてくれています。やわらかい春

の風に揺られながら、チューリップの花と一緒に、子供たちに会えるのを楽しみにしていま

した。 

今日から新学年の生活が始まる在校生の皆さん、進級おめでとうございます。今日から 1

年生になる皆さん、入学おめでとうございます。そして、保護者の皆様、お子様の進級、ご

入学おめでとうございます。今日のこの日に、いつものように、学校で子供たちを迎え入れ

られることを、心より嬉しく思っております。 

本校は、令和３年度も「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」の調和がとれた笑

顔あふれる児童を育成することを目指してまいります。 

コロナ禍においての教育活動には、マスク・手洗い・ソーシャルディスタンスなどの新し

い生活様式をはじめ、様々な制約がまだまだ必要です。どの対策も、感染を完全に防げるも

のではないことを思うと、子供たちが望むような、十分満足させられるような活動が、でき

ないことも多いかもしれません。それでも、～八幡北小学校でよかったと児童・教職員・保

護者が誇りを持ち、地域に愛される学校づくり～に向け、学校運営協議会委員、八幡町会女

性防犯パトロール隊、見守り隊、スクールガードリーダーなど地域の皆様からの支えのもと、

子供たちの健康を第一に、様々なアイディアを出し合って、八幡北小に関わる全ての人がマ

スクの下でも笑顔でいられるよう、全職員一丸となって取り組んでまいります。 

今後の本校のコロナ対策につきましても、引き続きご理解とご協力をお願いするととも

に、本年度も、保護者・地域の皆様の本校教育活動に対するご理解と温かいご支援・ご協力

をよろしくお願い申し上げます。 
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教職員異動のお知らせ 

＜転退職教職員＞ 
校長 相樂 雅彦 川口市立柳崎小学校へ 
主幹教諭 熱海 基樹 草加市教育委員会学務課へ 
教諭  清水裕美子  草加市立谷塚小学校へ 
教諭 廣瀬虎太郎 草加市立新里小学校へ 
教諭  須佐伽緒里  草加市立新田小学校へ 
助教諭 小林 遥香 草加市立青柳小学校へ 
学級支援員  酒井 邦夫 草加市立青柳小学校へ 
調理士 石田 芳恵 草加市立高砂小学校へ 
ＡＬＴ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾝ・ﾊﾞﾝｸﾞｽﾊﾞｰｸﾞ 草加市立青柳小学校へ 
教諭  森 有利子 退職  
教諭 佐藤 順子 退職 
教諭 皆川 賢司 退職 
教諭 阿部 一美 退職 
教諭 岩田 光治 退職 

＜転入職員＞ 
校長  松本 由美 越谷市立川柳小学校より 
主幹教諭 大貫 一周 草加市立稲荷小学校より 
教諭 鶴井 恵理 小鹿野町立三田川小学校より 
教諭  清水まどか 新採用 
教諭 辰巳惠津子 草加市立瀬崎小学校より 
教諭 小林 裕明 草加市立谷塚小学校より  
初任者指導 村山岳視 草加市立長栄小学校より（拠点校）
教諭 柿﨑可奈子 草加市立松原小学校より 

教諭 前田 菜摘 草加市立松原小学校より(R1) 

教諭 村沢 響  新採用 
調理士 池田 香  草加市立長栄小学校より 
学級支援員   関口 秋奈 草加市立栄小学校より 
ALT キミコ・ジェームズ 

令和３年度教職員 

校長   松本 由美   教頭 蘇武 敏行 

主幹教諭    大貫 一周 

１－１ 荒井千恵子  １－２ 添田 笑理 

２－１ 八十田 由希 ２－２ 柿﨑可奈子 

３－１ 鶴井 恵理   ３－２ 村沢 響 3－３ 平 なおみ 

４－１ 畑 麻衣子    ４－２ 清水まどか  

５－１ 関 雅隆      ５－２ 竹中 雄磨 

６－１ 森本 新     ６－２ 金子 史佳 6－３ 吉越 裕紀 

あすなろ学級  １組  佐久間 純 ２組 森 一平  特別支援教育支援員 髙本 綾乃 

少人数等   鈴木 拓弥  理科専科 辰巳 惠津子  

音楽専科  前田 菜摘 通級担当教諭 東 あやの 日本語指導  小林 裕明   

養護教諭  今関 栞里   初任者指導 村山 岳視 事務主事  河上絵理香  栄養士  加藤 弘子  

学級支援員  関口 秋奈 学習補助員 北原美佐子  

学習指導補助員 後藤 美子 学校司書  岡本 和恵  

国際理解教育補助員 吉岡 薫 ALT キミコ・ジェームズ   

調理士班長  米盛 匡輔   調理士  宮尾あかり   調理士   池田 香  

調理士    山一 敬子  技能員  郡山 恭一 

 
【４・5月の主な行事予定について】 
日 曜 内容 

8 木 特日３時間 始業式・入学式 

9 金 特日３時間 通学班会議・一斉下校 

12 月 給食開始 

13 火 全校朝会（放送） 

14 水 通常４時間授業 草加市教育研究会 

給食あり 全学年下校 13：15 

15 木 特日５時間 学級懇談会（1,５,６年,あすなろ） 

16 金 特日５時間 学級懇談会（2,３,４年）, 

19 月 １年給食開始 

20 火 １年生を迎える会（動画視聴） 

21 水 スポーツタイム・避難訓練 

22 木 委員会・４年生５時間授業 

27 火 特日５時間・表札訪問 

28 水 特日５時間・表札訪問 

29 木 昭和の日 

30 金 特日５時間・表札訪問 

５月の予定 

6 木 特日４時間 草加市教育研究会総会 給食あり  

7 金 避難訓練予備日 

10 月 １年交通安全・防犯教室 

11 火 全校朝会 

29 土 春季大運動会 

※その後の予定は追ってメール・HPでお知らせします。 

【表札訪問について】 
目的：ご家庭の位置の確認 

期間：27日（火）・28日（水）・30日（金） 

の3日間 

※詳細は別紙案内をご確認ください。 

【メール登録の更新のお願い】 

近日中に登録更新のメールを配信します。４月１６日（金）

までに新クラスの設定をお願いいたします。 

【遅刻・欠席連絡】 
引き続きしばらく
の間 WEB での連
絡とさせていただ
きます。URL はメ
ールでも配信して
います。 

【今年度学校運営協議会委員の紹介】 
 令和２年度より、草加市全校において学校運営協議会が設置されました。 

〇花井 健三 様（八幡町） 〇城野 美智子 様（青柳町） 

〇吉田 隆司 様（八幡町） 〇秋元 陽子 様（八幡町）  

〇阿部 まつい様（青柳町） 〇中村 道明 様（八幡町） 

〇茂木 千穂 様（八幡町） 〇常沢 洋  様（八幡町） 

【今後の予定】 
 新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、
予定が変更なる場合
があります。ご理解
のほどよろしくお願
いいたします。 
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