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校 長   大石 光宏                                              

令和３年度のはじまり 

                                   校長  大石 光宏 

 令和３年度がスタートいたしました。 

 年度の始まりにあたり教職員の異動もありました。１０名の教職員が転出し、新たに１

４名の教職員が加わりました。後段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日の入学式では２０７名の新入生が、入学い

たしました。近隣小学校から以外に、いくつかの地域の小学校から本校に入学してくれま

した。新しい環境の中で、２０７名が緊張した面持ちで式に臨んでくれていました。    

新年度は、全校生徒数５８７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。 

 さて、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３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。また、今年度も学校評議員・町会・消防団・民生児童委員等々、様々な地域の方々

のご協力も頂き、その安全や安心を一層高めたいと考えています。 

 このような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、今年度も進めてまいります。 

 また、生徒たちには、本校の教育目標にある「自律性・実践力・連帯感」から、具体的

に「自ら進んで学ぶこと」「自分も大切にし、他の人も大切にできること」「善悪の判断が

でき、行動が伴うこと」を伝えて参ります。これは、今年度から中学校で始まる新しい学

習指導要領の理念に通じるものです。 

 「ローマは一日してならず」 学校における教育も同様です。日々の生徒の教育活動と、

時には厳しくも優しく支援する教職員の地道な指導の積み重ねが大きな力や感動を生んで

いきます。教職員が、そのような感動を保護者・地域の皆様のご理解とご協力を頂きなが

ら、得られることに感謝し、本年度も頑張って参ります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

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 



令和２年度 転出職員です 

 

  ＜職名＞ ＜教科等＞  ＜氏 名＞   ＜在職年数＞  ＜転任先＞ 

１ 主任教諭   音楽     宮﨑 裕子     ９年    練馬区立関中学校 

２ 教  諭   理科        金城 慶吾        ７年   足立区立第六中学校 

３ 教  諭   理科    磯田 真治        ３年   江戸川区立二之江中学校 

４ 教  諭   保体    木幡 祐     ６年     東村山市立東村山第三中学校 

                                              萩山分校 

５ 教  諭   技術     黒澤 英     ６年     八丈町立大賀郷中学校 

６ 教  諭   特支    谷川 正紘    ３年     都立立川国際中等教育学校 

７ 教  諭   特支    中野 正子     １年     中央区立晴海中学校(特支・情緒) 

８ 心のふれあい相談員    佐藤 多佳子    １年     練馬区立関中学校 

９ 学校生活支援員      白川 ひとみ   １年     練馬区立旭丘小学校 

10 施設管理員        渡部 純男     ５年     練馬区立豊玉中学校 

 

令和３年度 転入・新規採用職員です 

  

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

１ 主任教諭   音楽      林 麻弥           練馬区立関中学校 

２ 主任教諭     保体       本田 貴志           品川区立品川学園(特支・知的) 

３ 教諭(再任用短時間)  国語      千葉 桂子            練馬区立旭丘中学校 

４ 教  諭    数学     羽鳥 雄也              西東京市立柳沢中学校 

５ 教  諭   理科     山本洋輔            板橋区立板橋第二中学校 

６ 教  諭   理科     桜井敦美            武蔵野市立第六中学校 

７ 教  諭   理科     山田紗也          新規採用 

８ 教  諭   技術     西川 樂           新規採用 

９ 教  諭   特支     小池 勲            新規採用 

10 教  諭   特支     有賀 海斗                  新規採用 

11 心のふれあい相談員     佐々木 伸子        練馬区立関中学校 

12  学校生活支援員  通常         田村 則夫                  練馬区立豊玉南小学校 

13  学校生活支援員  特支       栗原 恵三          新規採用 

14  施設管理員           大西 雅明           練馬区立貫井中学校 

 

 

令和３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 川邉 慎二   進路指導主幹 三﨑 浩介 

経営支援部主任 河合 仁 主幹養護教諭 佐草 佐恵子 

 

 

 



(◎学年主任) 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 男子 女子 担任名 副担任名 

Ａ組 ２１ １６ 南里 太郎(理科) 
◎藤勝 大介(英語) 

 

 

佐草 佐恵子(養護) 

 

Ｂ組 ２１ １６ 居山 力  (社会) 

Ｃ組 ２１ １６ 佐藤 三枝(国語) 西川 樂(技術) 

Ｄ組 ２１ １６ 髙橋 優太(数学) 
中野 陽子(英語) 

Ｅ組 ２１ １５ 川邉 慎二(保体) 

Ｆ組 ６ １ 倉田 一徳(特支) 早川 和子(特支) 

 

３年 男子 女子 担任名 副担任名 

Ａ組 ２１ １５ ◎渡邊 あづさ(家庭) 

丑谷 智子(数学) 
Ｂ組 ２０ １５ 佐藤 謙次(社会) 

Ｃ組 ２１ １４ 西村 祐平(数学) 山本 洋輔(理科) 

Ｄ組 ２１ １５ 杉本 菜々子(保体) 山田 紗也(理科) 

Ｅ組 ２０ １５ 三﨑 浩介(英語) 千葉 桂子(国語) 

Ｆ組 １２ ０ 小嶋 辰彦(特支) 有賀 海斗(特支) 

 

事務室 相澤 綾子 矢藤 葉子  

栄養補助員 鳥羽田 裕美 

時間講師  青山 恭子(保体)   渡邊 亜優保(英語・特支英語) 

 佐伯 恵理(特支音楽) 荒木 あみ(特支美術)  

学校生活支援委員  五位野 親子 高沼 快和 森住 尚美 田村 則夫 栗原 恵三 

特別支援教室専門員 秋山 八枝 

スクールカウンセラー 髙橋 歩  心のふれあい相談員 佐々木 伸子 

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  関口 正幸 中村 隆一 大西 雅明 

給食室 株式会社フジ産業 

用 務 株式会社エム・ワイ・カンパニー 

 

 

 

１年 男子 女子 担任名 副担任名 

Ａ組 ２１ １９ 山尾 晃平(英語) 
須貝 牧子(国語) 

Ｂ組 ２２ １８ 羽鳥 雄也(数学) 

Ｃ組 ２２ １８ 菊池 藍子(美術) 河合 仁(社会) 

Ｄ組 ２２ １８ 田宮 子龍(数学) 桜井 敦美(理科) 

Ｅ組 ２２ １８ 本田 貴志(保体) ◎林 麻弥(音楽) 

Ｆ組 ６ １ 樋口 洋子(特支) 小池 勲(特支) 



４月 ５月の主な予定 

４月７日(水)入学式 

  ８日(木)⑥新入生ガイダンス 

  ９日(金)保護者会 15：00～(２、３年生) 15：15～(Ｆ組) 

  12日(月)安全指導 第１期時間割(始) 全校朝礼 部活動仮入部(始)  

  13日(火)避難訓練 

  14日(水)一斉委員会 

  16日(金)離任式 部活動仮入部(終) 

  17日(土)②③オリンピック・パラリンピック教育講演会 

  19日(月)認証式 内科検診(２、３年) 生徒会交流給食(始) 

  20日(火)ふれあい週間(特別時程)/27日(火)まで 内科検診(２、３年) 

  24日(土)③セーフティ教室 13:00～保護者会(１年生) 15：00～部活動保護者会 

  部活動再登校 16：00 

  26日(月)内科検診(２、３年 Ｆ組) 交流給食(始) 

  27日(火)内科検診(１、２年) 

  28日(水)研究日 

  29日(木)昭和の日 

  30日(金)身体測定 

５月１日(土)開校記念日 

  ３日(月)憲法記念日 

  ４日(火)みどりの日 

  ５日(水)こどもの日 

  ６日(木)休み明け復習確認テスト 一斉委員会 

  ７日(金)内科検診(１年生) 部長会 

  10日(月)全校朝礼 安全指導 心臓検診 運動会係会Ⅰ 

  11日(火)運動会放課後練習(始)      (70 周年記念で神田造園様から寄贈された紅しだれ桜が満開になるとご覧のようになります) 

  12日(水)職員会議          

  14日(金)内科検診(１年生) 

  17日(月)教育実習期間(始) 尿検査(１回目) 運動会全体練習 運動会係会Ⅱ 

  18日(火)運動会予行 

  21日(金)運動会前日準備 

  22日(土)運動会 

  24日(月)運動会振替休業日 (運動会予備日) 

  25日(火)振替休業日予備日 ※お弁当要 

    26日(水)眼科検診 避難訓練 

  27日(木)全国学力調査 進路説明会(３年生) 移動教室保護者会(Ｆ組) 

  28日(金)歯科検診 中央委員会 英語検定 

  31日(月)尿検査(２回目) 


