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新しい年度のはじまり 

                                   校長  大石 光宏 

 一月から二月と徐々に新型コロナウィルス感染症の影響が出始め、三月に入って学校が臨時休校

となりました。日本の社会は、それ以前の状況と一変しました。日本のみならず全世界がコロナウ

ィルスの脅威と戦っています。まさに現代を生きる我々にとって未曽有の状況です。世界・日本の

今の状況が一刻も早く、改善することを願ってやみません。 

そのような対応を日々行う中、令和二年度がスタートいたしました。 

 年度の始まりにあたり教員・職員の異動もありました。５名が退職し、１５名が転出しました。

そして、新たに２１名の教員（１３名）・職員（８人）が加わりました。別紙でご紹介いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、４月６日の始業式に続いて、４月７日の入学式を予定しておりましたが、実施が延期とな

りました。入学式は現時点できませんが、今年度は１９３名の新入生が入学いたしました。近隣小

学校以外にも、いくつかの地域の小学校からも本校に入学してくれました。新入生や保護者の皆様

は、中学校入学にあたり希望と不安とが入り混じる中、４月７日を待って頂いたことと思います。

気持ちが落ち着かない状況が続きますが、今後、ホームページ等を通じて、連絡をいたしますので

確認をお願いします。   

さて、新年度は全校生徒数５３５名のスタートです。生徒たちが昨年度以上に輝くように、教職

員一同がんばって参ります。よろしくお願いいたします。令和二年度の始めにあたり、目指す学校

像として以下の３点を挙げ、教職員に周知を図りました。 

１ 生徒にとって 「安全で楽しく、明日が待たれる学校」 

２ 保護者にとって  

「安心と信頼をもって子どもを登校させることのできる学校」 

３ 地域と     「共に歩み協力を得られる学校」 

 この三点は、私が掲げる大きな学校の柱です。「安全で」というのは、怪我などをできるだけ未

然に防ぐということと、いじめや暴力がなく、一人一人の生徒が日々の学習や仲間との活動に楽し

さを感じて登校できることです。保護者の方々にとっては、我が子が楽しく通う姿を目にすること

で、「安心して登校させること」ができるのではないないかと思います。今後も多くの地域の方々

のご協力を頂き、その安全や安心を一層高めたいと考えています。 

 日々の本校の教育を通して、生徒や保護者の方々が「中村中学校に通ってよかった」と感じて頂

ける学校づくりを進めていきます。 

 また、生徒たちには、本校の教育目標にある、「自律・実践・連帯」 

から、具体的に「自ら進んで学ぶこと」「善悪の判断ができ、行動が伴うこと」「自分を大事にする

こと・仲間を大事にすること」を伝えて参ります。 

本校は、今年度より練馬区の研究奨励校として、「サスティナブルな時代を担う人材育成」とい

うテーマを掲げ、持続可能な社会づくりに向けた教育を進めて参ります。まさに、今のコロナウィ

柏の芽 
◆自律性を伸ばす ◆実践力を身に付ける ◆連帯感を深める 



ルス感染症が世界を席巻する状況でも、対応解決への知恵を出し行動できる力を培う教育です。 

５月６日まで引き続き休校となります。今後、進級・進学による不安も和らげるため、健康安

全に十分配慮しながら、可能であれば参集日を設けたいと考えています。そして、５月の学校再開

に向け準備を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

令和２年度 退職・転出職員です 

 

◎ 退職 

  ＜職名＞ ＜教科等＞  ＜氏 名＞  ＜在職年数＞   ＜転出先＞ 

１ 主任教諭   理科   吉井 隆哉     ６年   新潟県長岡市立江陽中学校 

２ 教  諭   英語   井上 一城         ２年 

３ 特別支援教室専門員   篠原 ヨシ子    １年 

４ 学校生活臨時支援員   藤原 桂子     １年 

 

◎ 再任用退職 

  ＜職名＞ ＜教科等＞  ＜氏 名＞  ＜在職年数＞   ＜転出先＞ 

１ 主幹教諭   保体   渡邊 譲治     10 年   

２ 主任教諭   数学   舘野 正明         ８年   練馬区立豊渓中学校 

 

◎ 転出 

  ＜職名＞ ＜教科等＞  ＜氏 名＞   ＜在職年数＞   ＜転任先＞ 

１ 主幹教諭   英語   大森 博      14 年   八王子市立第一中学校 

(副校長昇任) 

２ 主任教諭   特支   深澤 久美子    ８年     練馬区立光が丘第三中学校 

３ 主任教諭   家庭   中村 美奈子       ６年   練馬区立田柄中学校 

４ 主任教諭   数学   宮澤 卓己     ８年     あきる野市立東中学校 

５ 教  諭   国語   百留 久美     ４年     東大和市立第二中学校 

６ 教  諭   数学   宮城 祥彰     ６年     中野区立北中野中学校 

７ 教  諭   英語   曽我部 百恵    ３年     八王子市立石川中学校 

８ 教  諭   音楽   村林 実紀     １年     練馬区立練馬東中学校 

９ 都費事務        木下 雅文     ３年     都立墨田特別支援学校 

10  スクールカウンセラー  矢倉 陽子     ６年      武蔵村山市立村山学園 

11  心のふれあい相談員   山内 恵美子    ６年     練馬区立石神井南中学校 

12 学校生活支援員     大熊 由実子    １年     練馬区立大泉中学校 

13  区事務補助員      安藤 恵      ５年      練馬区立大泉中学校 

14 施設管理員       浅海 浩      ５年     練馬区立貫井中学校 

 

令和２年度  転入・採用職員です 

  

 ＜職名＞ ＜教科等＞  ＜氏 名＞                ＜前任校＞ 

１ 主任教諭   国語   佐藤 三枝            荒川区立第四中学校 

２ 主任教諭     理科     南里 太郎            練馬区立大泉北中学校 



３ 主任教諭      家庭   渡邊 あづさ      足立区立伊興中学校 

４ 主任教諭   英語   三﨑 浩介          日野市立三沢中学校 

５ 教  諭   特支   早川 和子       墨田区立竪川中学校 

６ 教  諭   特支   中野 正子       北区立浮間中学校 

７ 教  諭   特支   樋口 洋子           八王子市立七国中学校 

８ 教  諭   数学   髙橋 優太          中野区立第五中学校 

９ 教  諭   数学   西村 祐平       武蔵野市立第六中学校 

10  教  諭   数学    丑谷 智子        新規採用 

11  教  諭   保体    川邉 慎二           小金井市立小金井第一中学校  

12  教  諭   英語   中野 陽子        日野市立日野第二中学校 

13  期限付教諭  社会   居山 力         新規採用 

14  都費事務          相澤 綾子           杉並区立井荻中学校 

15 区事務補助員      矢藤 葉子       練馬区立貫井中学校 

16 スクールサポートスタッフ  国吉 梨恵       新規採用 

17 施設管理員         中村 隆一        新規採用 

 

令和２年度 職員組織 

 

校長 大石 光宏       副校長 喜連 寛武  

教務主任 佐藤 謙次    生活指導主任 木幡 祐  進路指導主幹 河合 仁 

主幹養護教諭 佐草 佐恵子 経営支援部主任 三崎 浩介 

 

(◎学年主任) 

 

(◎学年主任) 

２年 男子 女子 担任名 副担任名 

Ａ組 ２１ １５ 杉本 菜々子(保体) 佐藤 謙次(社会) 

Ｂ組 ２０ １５ 三崎 浩介(英語) 丑谷 智子(数学) 

Ｃ組 ２１ １４   黒澤 英 (技術) 渡邊 あづさ(家庭) 

Ｄ組 ２１ １４  西村 祐平 (数学) 丑谷 智子(数学) 

Ｅ組 ２１ １４  磯田 真治 (理科) ◎渡邊 あづさ(家庭) 

Ｆ組 １２ ０ 
 小嶋 辰彦 (保体) 

 樋口 洋子 (理科) 

 

１年 男子 女子 担任名 副担任名 

Ａ組 ２１ １６ 南里 太郎(理科) 中野 陽子(英語) 

◎藤勝 大介(英語) 

Ｂ組 ２１ １６ 宮﨑 裕子(音楽) 居山 力  (社会) 

Ｃ組 ２０ １７ 髙橋 優太(数学) 中野 陽子(英語) 

Ｄ組 ２１ １６ 佐藤 三枝(国語) 居山 力  (社会) 

Ｅ組 ２１ １６ 川邉 慎二(保体) 中野 陽子(英語) 

Ｆ組 ６ ２ 

倉田 一徳(社会) 

早川 和子(家庭) 

 



 

(◎学年主任) 

３年 男子 女子 担任名 副担任名 

Ａ組 ２０ １７ 金城 慶吾(理科) 河合 仁  (社会) 
 

佐草 佐恵子(養護) 

 

Ｂ組 １９ １８ 田宮 子龍(数学) 菊池 藍子(美術) 

Ｃ組 １９ １８ 山尾 晃平(英語) 菊池 藍子(美術) 

Ｄ組 １９ １８ 木幡 祐  (保体) ◎須貝 牧子(国語) 

Ｆ組 ５ １ 
谷川 正紘(保体) 

中野 正子(国語) 

 

 

事務室 相澤 綾子 矢藤 葉子  

用 務 株式会社エム・ワイ・カンパニー(民間委託)  

栄養補助員 鳥羽田 裕美 

学校生活支援委員  五井野 親子 高沼 快和 白川 ひとみ 

講師 根本 喜代江(国語)  工藤 貴司(国語) 國井 美由紀(数学) 池上 稔(英語)   

羽澤 加代子(理科) 小林 道一(社会) 青山 恭子(保体) 關澤 幸枝(特支美術)  

塚越 絵里子(特支音楽) 

スクールカウンセラー 佐藤 多佳子  心のふれあい相談委員 髙橋 歩 

学校医・薬剤師  

内科 大野 邦彦  眼科 岡本俊彦  耳鼻科 木戸 康明   歯科 堀 正裕  

薬剤師 筒井 里矢子 

施設管理 設楽 英夫 渡部 純男  関口 正幸 中村 隆一 

給食室 株式会社フジ産業 

 


