
今を輝け！ 西新宿中学校  

教育目標 

★自ら鍛え心身ともに健康な人 

★自ら考え進んで実行する人 

★自ら学び続ける人 

２ ０ 年目の春 

                  校長 佐藤 政明 

 正面玄関の桜が美しく咲く中、 

４月６日（水）に始業式、７日 

（木）に入学式を挙行しました。 

いよいよ２８年度の始まりです。 

生徒の皆さん、ご入学・ご進級 

おめでとうございます。今年度は、６４名の新入生を迎え、生徒

総数は２０４名、学級数は全８学級（Ｅ組２学級）での出発となり

ました。生徒スローガン「今を輝け！西新宿中学校」を合言葉に、

一人一人が学習や学校行事、諸活動に積極的に取り組んでほしいと

願っています。 

 さて、本校は、平成９年４月１日に統合新校としてスタートして

から、今年度で開校２０年目の節目の年を迎えました。また、新た

に地域協働学校（コミュニティスクール）として、保護者や地域の

皆様とともに、生徒の豊かな学びの環境をつくっていくことになり 

ます。記念すべきこの一年間、本校の良き伝統を継承しつつ、地域

協働学校による新しい学校づくりに挑戦していきたいと思います。

皆さまの更なるご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西新宿中学校だより 
           平成２８年４月１２日 第１号 

                

  ＨＰ http://www.shinjuku.ed.jp/jh-nishishinjuku/ 

今後の主な予定 

     ４月 

12 日（火）腎臓検診（朝回収） 

     部活動説明会･保護者会 

14 日（水）避難訓練・眼科検診 

15 日（金）離任式 

18 日（月）生徒会朝礼 

19 日（火）全国学力学習状況調査(3) 

20 日（水）歯科検診・PTA 総会    

21 日（木）遠足(E)・個人写真 

22 日 (金)耳鼻科検診・腎臓検診予備 

23 日 (土) 土曜授業参観・セーフテ 

ィ教室・教育課程説明会・ 

部活動保護者会 

25 日 (月）学校朝礼・専門委員会 

26 日 (火）身体計測体力テスト 

27 日（水）専門委員会 

28 日(木) 内科検診・上級学校訪問(3) 

29 日（金）昭和の日 

＊みどりとリサイクルフェア 

 

「転入教職員のあいさつ」   

関 実 （せき みのる）副校長 

前任の片山副校長に代わり、区内牛込第二中学校より異動してまいりました。始業式での２・３年生の中学

生らしい素直な姿と入学式での新入生の姿を拝見し、この西新宿中学校の良き伝統はこうやって受け継がれて

いくのだなあと感じました。素直な生徒たちがさらに成長をしていけるように、今後も学校の教育環境を一層

整えてまいりたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

平岡 一志 （ひらおか かずゆき）主任教諭 

 初めまして、本年度から、Ｅ組の担任として、西新宿中学校に着任いたしました。早く学校や地域に慣れて、

皆さんと共に勉強や運動に励んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

阿曽 浩幸 （あそ ひろゆき）事務主事  

 ビルの谷間から桜の可憐な花を見つけるとホッとします。まだまだ知らないことだらけですが、新しい刺激と

して楽しみながら少しずつ成長していきたいと思いますので。今後ともよろしくお願いいたします。 

森田 拓朗 （もりた たくろう）学習指導支援員   

こんにちは。学習指導支援員の森田拓朗です。学年は３年所属です。担当教科は英語科です。また放課後学

習も担当します。皆さん、どんどん話しかけてください。これからもよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２８年度 教職員の異動              
○退職                   ○転出 
福原 諒   学習指導支援員        片山 富子 副校長    世田谷区立尾山台中学校 
丸山 幹夫  学習指導支援員        紫藤 隆  主任教諭   足立区立東綾瀬中学校 
金子 泰枝  産育休代替教諭        水越 均  事務主事   健康部医療保険年金課 

                       浅賀 秀郎 用務主事   東戸山小学校 
      永島 進  警備主事   新宿区立四谷中学校        

○転入 
  関  実   副校長           新宿区立牛込第二中学校                               
平岡 一志  主任教諭（国語）      目黒区立第八中学校  
金子 泰枝  学習指導支援員（保体）   新規採用 
森田 拓朗  学習指導支援員（英語）   新規採用 
阿曽 浩幸  事務（事務主事）      新宿養護学校       

平成２８年度 教職員一覧（４月１日現在） 
 

         校 長  佐藤 政明        主幹教諭 1 学年主任  畝村 智子 

        副校長   関  実         主幹教諭 教務主任   津田  淳 

 

 第１学年  ５名                    主 事    ５名 

 学年主任           保体 畝村 智子        主任主事  事務（都）豊岡 拓真 

Ａ組担任                 保体 大橋 拓郎      事務主事  事務（区）阿曽 浩幸 

 Ｂ組担任           社会 市川 太郎      栄養士          江平 梨沙   

 Ａ組副担任・保健主任       養護 相馬 ひかり     主任主事  用務   小澤 博 

 Ｂ組副担任・研究主任     国語 細井 千恵      主事    用務   亀田 君枝 

              

 第２学年  ６名                    非常勤講師 ６名 

 学年主任           技術 坂本 浩之       数学  服部 千恵（水・木） 

 Ａ組担任・教務主任      国語 津田 淳        音楽  斉藤 文江（木） 

 Ｂ組担任           数学 本保 里美       美術  阿部 美帆（月・水） 

Ａ組副担任           英語 日景 麻優子      美術  山﨑 宏（火） 

Ｂ組副担任               理科 佐々木 修       家庭   関  康子（木・金） 

副担任･ 学習指導支援員    保体  金子 泰枝       英語  坂部 明美（火・木） 

  

第３学年  ６名                    スクールカウンセラー ２名 

 学年主任・特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ                   都ＳＣ（金）  八子めぐみ  

A 組担任           音楽 紅林 昌子       区ＳＣ（月・木）木村 寛子  

 B 組担任・生活指導主任    理科 齊藤 誠司           

A 組副担任            社会 白石  悠真      スクールスタッフ・サポーター １１名 

 B 組副担任・進路指導主任   英語 豊田 恵子       家庭と子供の支援員 武田 厚子 

 A 組副担任・学習指導支援員  英語 森田 拓朗       特別支援教育推進員 泉地  歩 

B 組副担任          数学 永井 元延       ｽｸｰﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ    原  豊子  

学校図書館支援員  柳沢 ひとみ 

Ｅ組    ５名                       図書館スタッフ   平原 雅子  

Ｅ組主任  特別支援  平岡 一志                警備スタッフ    渡邉 直樹 

      特別支援  窪田 宏輝                        舩越 ふさ子 

       特別支援  市川 愛弓                          荒木 征三郎 

臨時職員  介助員   金子 美和             施設管理員     太田 龍太郎 

                                                    石引 武尋 

                                         小沢 正大 

 

★一斉メールの登録にご協力ください。 

 昨年度より学級連絡網は作成しておりません。緊急時・非常時には一斉メールでご連絡をいたします。登録
をお願いいたします。１年生には担任より登録用紙を配布いたします。また２・３年生で、未だ登録がお済み
でないご家庭は、担任までご相談ください。よろしくお願いいたします。 

★学校だよりでの生徒氏名・写真・文章の掲載についてのお願い 

今年度も学校だよりで、昨年度同様、学校行事や部活動での生徒の活躍の様子を紹介してまいります。その
際生徒の氏名・写真・文章を掲載させていただくことがございます。掲載についてのご理解とご協力をお願い
いたします。                                                                                  
                                                          



 


