
 

            
 

 

 

御入学、御進級おめでとうございます 

今年度、本校に着任した 校長 澤井裕一 です。 
 令和という新しい時代が始まって、初めて迎える華やかなラストシーンになる 

はずの卒業式も鮮やかにスタートダッシュとなるはずの入学式と始業式について 

も盛大にできない状態です。しかし、新しい学校生活へ期待がいっぱいの笑顔の 

生徒を迎えて元気になりました。一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願い 

いたします。   

昨年度までは、東久留米市の小学校の校長をしてきた経験からの思いを伝えます。 

 人生を１２年毎の駅伝競争と考えたとき、中学生である皆さんは第二区を走り出します。小学校卒業までの１２

年間の第一区に比べて、中学校・高等学校・大学を経て就職が決まるまでの１２年間は、人生の大きな勝負をたく

さんする時です。 

 まさに、人生の若さあふれるエースが走る「花の二区」となります。私が走ってきた４区間を振り返った時に、

出逢いについても数多くて幅が広くなる大切な１２年間です。皆さんが、走りだしたエース区間を充実させるため

に大切な事を伝えます。 

  生まれてからの第一区では、野生の動物の様に自分で食べ物を探したり寒さから身を守ったりするような育てら

れ方をしてきませんでした。食べさせてもらい、洋服を着せてもらいながら、他の動物に比べて弱い動物として大

切に育てられてきました。 

大人の支えがなければ生命の維持さえできないのが人間の特徴だと思います。 

 すなわち、両親への感謝の気持ちを忘れずにこれからの中学生活を過ごして下さい。一番弱い動物として優しく

育てていただいた両親に対して、これからの生活では一番賢くて強い人としてたくさん慶ばせて欲しいと思います。 

 保護者の皆様におかれましては、これからは子離れの距離感や莫大な教育費に悩んだりとまだまだ子育ての支援

が必要です。子供たちへ支えていただける両親や地域の方々への感謝の気持ちを育みながら、開進第一中学校の教

職員とワンチームとして頑張っていきたいと思います。厳しい状況となる新年度ですが、皆様との出逢いに対して

改めて感謝して、新年度の着任の挨拶といたします。   

 

 

教育目標   自立した人   誠実な人   貢献する人 

（１） 学校像 

① 基礎学力の定着  「自立した人」の実現に向けて、生涯にわたり自ら学び続ける力 

       ・覚えさせようとするよりも知恵を刺激して考える意欲を向上させる授業の創造 

       ・全員を主体的に参加させるために、発問して指名をして解答した生徒の実態を生かして授業展開する指導力を

高めていく。 

    ② 基本的な生活習慣の形成  「誠実な人」の実現に向けて、心身ともに健康な生活習慣の大切さを学ぶ力 

      ・時間や服装等のきまりを守らせて、規則正しい生活を身に付けるために保護者と定期的・継続的・組織的な 

指導を粘り強く取り組んでいく。 

③ 集団生活する力の向上  「貢献する人」の実現に向けながら、人と上手に関わる力 

・学級経営の中での班活動や係活動、学年経営の中で生徒会と委員会活動と特別活動や部活動の機会を充実さ 

せて可能な限り実現していく。 

経営方針 

（２) 生徒像  ① 勤勉  ② 謙虚  ③ 優しい 

       ・現状を踏まえて、目標に向かって計画的に行動することで力を伸ばす姿勢と支えてくれた人や環境に対して 

感謝の心を忘れないことを教える。 

    ・他への思いやりがある生徒の姿をほめて伸ばして全校へ広げていく。 

練馬区立 
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教職員の異動 

＜退職教職員＞ 
 

 

 

 

＜転出教職員＞ 
 

 

 

＜転入教職員＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ 講師等の転出 ＞ 内山佑紀奈（数）・戸塚 智子（体）・山岸 順子（英）・西田 立子（英） 

＜ 講師等の転入 ＞ 柏倉 高徳（理）・藤本 文香（英） 

＜非常勤等の転出＞ 瀬川 佳世（心のふれあい相談員） 

＜非常勤等の転入＞ 栗城 優衣（心のふれあい相談員） 

 

令和２年度 学校組織 

校 長 澤井 裕一 副校長 臼田 統志夫 

教務主任 宮野 保幸 主幹教諭 生活指導主任 門脇 祐太 主幹教諭 

進路指導主任 石田 浩一 主幹教諭 研修主任 近江 美奈子 主幹教諭 

保健主任 齋藤 智加 主任養護教諭 図書主任 宮島 悠維 教諭 

事務主任 山田  毅 事務主事 小中一貫ｸﾘｴｰﾀｰ 長谷川 綾 主任教諭 

特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 若松 由美子 主任教諭 経営支援 赤星 佳高 主任教諭 

道徳授業推進教師 堀之内 尋子 教諭   

 

学年組織（◎学年主任） 

１学年 ２学年 ３学年 

１組 赤星 佳高（国） １組  門脇 祐太（体） １組 冨塚 大輔（国） 

２組  小熊 伸英（体） ２組  堀之内 尋子（英） ２組  長谷川 綾（数） 

３組  近江 美奈子（音） ３組  宮島 悠維（国） ３組  岩井 智子（体） 

４組  眞榮城 伸（社） ４組  入門 勇樹（美） ４組  石田 浩一（技） 

副担 ◎霜越 恒子（数） ５組  竹花 賢治（社） 副担 ◎粉川 光弘（理） 

副担  朝岡 貞雄（理） 副担 ◎村上 哲夫（数） 副担  宮野 保幸（数） 

副担 坂井  彩（英） 副担  若松 由美子（家） 副担 石井 弓子（英） 

 副担  斎藤 智加（養護）  

 

職員・講師等 

都事務 山田 毅 区事務 小林 三香 

栄養士 藤森 優子 スクールカウンセラー 鈴木 裕子 

特別支援教室専門員 加賀谷 恭子 心のふれあい相談員 栗城 優衣 

講師（社会） 清水  亮 講師（理科） 柏倉 高徳 

講師（英語） 藤本 文香 学力向上支援講師 富岡 典子 

巡回指導教員 山積 博一 巡回指導教員 大重 宏美 

巡回心理士 織田 孝裕 ＡＬＴ アリソン・マークス 

図書館司書 寺﨑 美子   

学校支援コーディネーター 嶋田 澄子 様（元 PTA副会長・元青少年委員・青少年育成第二地区委員会副会長） 

用務委託 ＝ 関東ビルメンテナンス（株）   

給食委託 ＝ 協立給食（株） 

職 氏 名 年数 転 出 先 

校 長 古山 真樹 ６年 東京都教職員研修センター 

主幹教諭 加藤 正朗 ３年 練馬区立大泉西中学校 非常勤教員 

主任教諭 石黒 小百合 ６年 練馬区教育委員会指導主事 

臨時任用 比佐 俊明 ６ヶ月 練馬区立貫井中学校 臨時任用教諭 

職 氏 名 ふりがな 前 任 校 

校 長 澤井 裕一 さわい ゆういち 東久留米市立神宝小学校 

主任教諭 霜越 恒子 しもこし ちかこ 文京区立文林中学校 

教 諭 堀之内 尋子 ほりのうち ひろこ 港区立白金の丘中学校 

教 諭 坂井 彩 さかい あや 新規採用 


