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 「校地縁」 ～「学校と地域・家庭の縁をつなぐ」ために～  

                               校長  澤 井 裕 一 

 

 御入学・御進級おめでとうございます。 ～気は、技を制す～（新年度を迎えて） 

昨年度末には、３年間中学校生活を頑張った先輩の晴れ晴れとした姿の卒業式が行われました。後輩であ

る在校生には、１年後、２年後の自分を重ねて見て欲しいと思いがありました。しかし、思うような学校行

事ができない１年間を象徴する様に、感染症対策のために参観できないスタイルとなってしまいました。 

 ある卒業生の言葉の中には、「中学校が厳しい生活かと思って入学しました。しかし、部活動や勉強でも

先生や友達がとても優しくて甘えてしまった」という話がありました。 

「何気なく部活動の練習や習い事で勉強をしていました。そんな状態で成果が出るはずもなかったです。

しかし、同じ能力と思える友達が明らかに上達している姿を感じました。練習や勉強に打ち込み気持ちが違

っていました。２年の途中から今の練習や勉強に集中しようと言い聞かせながら繰り返して生活をしたら、

部活動と勉強の成果も３年になって出始めました。あの時の自問自答がなかったら、合格できた進路先も今

の自分もなかったかも」と話してくれました。 

この言葉を聞いた時に、「人は生まれつき、優秀な結果がだせるわけではない。まず、自分を知って打ち

込む姿勢の変えていくことが必要である」と改めて感じました。ほとんどの卒業生が、さらに良い道が選べ

ればという後悔や課題を忘れずに卒業式を迎えました。３年後の進路決定の決意に変えて卒業をしました。 

皆さんには、これからのたくさんの時間があります。「自分自身は、いつも同じ自分ではない」ことを知

って欲しいです。上級生の自分の姿は、まだ見えにくいかもしれないけども「自分を知る」ために振り返る

ことを始めてください。次に、「心構えを創る」決意で新学年スタートを歩みだすことを期待しています。 

 

令和３年度 学校経営について 教育目標「自立した人 誠実な人 貢献する人」の実現のために 

 １ 目指す学校像 

① 「自立した人」の実現に向けて、生涯にわたり自主的に学び続ける創意工夫して意欲を育てる学習指導 

② 「誠実な人」 の実現に向けて、心身ともに健康であり基本的な生活習慣の大切さを学ばせる生活指導 

③ 「貢献する人」の実現に向けて、感謝と恩返しを意識して人と上手に優しく関わる力を鍛える生徒指導 

 ２ 目指す生徒像   

本校の特色である「①勤勉 ②謙虚 ③優しい」伝統の継承を意識して、家庭・地域と連携した教育活動 

３ 目指す教師像 「純・真・剛」 

① 純粋な笑顔で活躍 ➁ 経験を超えた真の改善を見守る ③ 起案と協議と審議で成果のために剛連携 

４ 教育目標を達成するための基本方針 

（１）人権尊重教育を基盤とした学力向上の推進 

（２）生徒をほめて伸ばし粘り鍛える教育の定着 

（３）定期的・継続的・組織的な支援体制の確立  

（４）信頼されるために、送信受信の工夫を探求 

「確かな力・優しい心・個を輝かせて社会のために」活躍する生徒を育てていく方針で取り組んでいきます 

保護者の皆様、改めまして御入学・御進級おめでとうございます。できることを結集したスタイルのPTA活

動が確立されたことに感謝いたします。家庭・地域と連携した教育活動の充実を図り生徒の支援を目指します。 
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令和３年度  

（１）学年組織（◎学年主任） 

１学年 ２学年 ３学年 

１組  竹花 賢治（社会） １組  眞榮城 伸（社会） １組 門脇 祐太（保体） 

２組  岩井 智子（保体） ２組  坂井  彩（英語） ２組 入門 勇樹（美術） 

３組  宮野 保幸（数学） ３組  赤星 佳高（国語） ３組 粉川 光弘（理科） 

４組  近江美奈子（音楽） ４組  小熊 伸英（保体） ４組 若松由美子（家庭） 

副担 ◎堀之内尋子（英語） 副担 ◎霜越 恒子（数学） ５組 宮島 悠維（国語） 

副担  図師 幹弥（国語） 副担  南澤  洋（技術） 副担 ◎村上 哲夫（数学） 

副担  角田 英敏（理科） 副担  小林  格（数学） 副担  荒木 良重（英語） 

     副担 齋藤 智加（養護） 

（２）学校組織 

校長 澤井 裕一 副校長 臼田統志夫 

生活主幹 近江美奈子 主幹教諭 教務主任 赤星 佳高 主任教諭 

研究主幹 宮野 保幸 主幹教諭 生活指導主任 岩井 智子 主任教諭 

進路主幹 門脇 祐太 主幹教諭 研究主任 竹花 賢治 主任教諭 

保健主任 齋藤 智加 主任養護教諭 進路指導主任 若松由美子 主任教諭 

事務主任 山田  毅 事務主事 小中一貫ｸﾘｴｰﾀｰ 宮野 保幸 主幹教諭 

特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 齋藤 智加 主任養護教諭 道徳授業推進教師 坂井  彩 教諭 

食育推進リーダー 荒木 良重 主任教諭 図書主任 宮島 悠維 教諭 

（３）職員・講師等 

巡回指導教員 大重 宏美 巡回指導教員 山積 博一 

都事務 山田  毅 特別支援教室専門員 加賀谷恭子 

区事務 小林 三香 栄養士 町野 忠彦 

スクール・カウンセラー 鈴木 裕子 講師（理科・ﾊﾞｽｹｯﾄ指導） 朝岡 貞雄 

講師（社会・ｻｯｶｰ指導） 清水  亮 講師（英語） 藤本 文香 

学力向上支援講師 富岡 典子 副校長補佐 小林 眞里 

巡回心理士 織田 孝裕 部活動指導員（ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 﨑  秀夫 

ＡＬＴ ｱﾘｿﾝ・ﾏｰｸｽ 図書館司書 寺﨑 美子 

心のふれあい相談員 杉本あかね ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ 小川 明奈 

学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 嶋田 澄子   

教職員の異動 

＜転出教職員等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜転入教職員等＞ 

 

令和３年度 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 転出先等 

主任教諭 朝岡 貞雄 ５年 （退職） 

主幹教諭 石田 浩一 10年 新宿区立新宿中学校副校長（昇任） 

主任教諭 長谷川 綾 ６年 中野区立緑野中学校 

教諭 石井 弓子 ７年 豊島区立池袋中学校 

教諭 冨塚 大輔 ６年 杉並区立松ノ木中学校 

栄養士 藤森 優子 ５年 練馬区立向山小学校 

理科講師 柏倉 高徳 １年 （任期満了） 

ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ 内田 美子 １年 （任期満了） 

職 氏 名 ふりがな 教科 前任校等 

主任教諭 荒木 良重 あらき よしえ 英語 （復職） 

教諭 南澤  洋 みなみさわ ひろし 技術 大島町立第三中学校 

教諭 図師 幹弥 ずし みきや 国語 （新規採用） 

教諭 小林  格 こばやし いたる 数学 （新規採用） 

教諭 角田 英敏 すみだ ひでとし 理科 （新規採用） 

栄養士 町野 忠彦 まちの ただひこ  石神井中学校 

ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ 小川 明奈 おがわ あきな  （新規採用） 


