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新宿区立西早稲田中学校 03(3205)9674 

一人一人の顔が見える 家族的な温かみのある学校  

  

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 教職員の異動 ※転出者の( )内数字は在任期間 

【転出】 派遣（教頭）  大田黒 憲一  （６） 新宿区立新宿中学校へ 

  主幹教諭 渡邉 裕司 体育 （10） 板橋区立中台中学校へ 

  主任教諭 久保  直美 社会 （4） 立川市立立川第八中学校へ 

  主任教諭 川上  裕志 英語 （4） 杉並区立東原中学校へ 

主任教諭 古澤  政光 体育 （5） 退職 

  教諭  小林  利光 理科 （5） 足立区立第六中学校へ 

  教諭   神野  智彦 美術 （7） 町田市立堺中学校へ 

  教諭   神田  香   国語 （5） 足立区立花畑北中学校へ  

  臨時的任用教員 松村  茜 英語 （2） 八王子市立甲ノ原中学校へ 

  臨時的任用教員 矢作  俊平 国語 （2） 東京都立志村学園へ 

  課長代理 藤本  京子 事務 （4） 東京都総務局人権部企画課へ 

  学習指導支援員 金城  史弥 社会 （１） 退職 

        技能主任       鈴木   一   警備 （２）  退職 

【育休】 教諭  森   美紀 国語  育児休業 

【転入】 主幹教諭 藤井  義法 美術  新宿区立新宿西戸山中学校から 

  主任教諭 森   太加志 体育   品川区立伊藤学園から 

  主任教諭 田中  博子 国語  新宿区立落合第二中学校から 

  主任教諭 鈴木  勝博 社会   東村山市立第二中学校から 

  主任教諭 草壁  孝彦 理科  杉並区立向陽中学校から 

  主任教諭 山口  貴志 特別支援   東京都立永福学園から 

  主任教諭 久保  智里 特別支援 板橋区立板橋第二中学校から 

  教諭     鈴木  千穂 体育  品川区立戸越台中学校から 

  教諭  坪田 千尋 英語  育児休業から復帰 

  教諭  大丸 協子 英語  新規採用 

  教諭  安川  佳子 家庭  新規採用 

  教諭  桐山 美里 特別支援 新規採用 

  臨時的任用教員 田名見 佳加 国語  港区立お台場学園港陽中学校から 

  学習指導支援員 國井 千里 体育  新規採用 

  主事  松村 佳子 事務  東京都立荻窪高校から 

  技能主任 木村 学 用務  新宿区立四谷第六小学校から 

 平成３０年度が始まりました。保護者の皆様、お子様のご入学、ご進級おめでとうござ

います。本年度は新入生１４９名を迎え、生徒４０２名、教職員６０名でスタートいたし

ます。地域協働学校として、地域から学び、地域に働きかける、地域に根ざした教育を進

めてまいります。また、これまでお世話になった先輩方の努力を受け継ぎ、生徒の皆さん

や保護者の皆様方が、西早稲田中に入学してよかったと実感できるよう、一人一人の顔が

見え、家族的な温かみのある学校をつくってまいります。保護者の皆様におかれましても、

思いを一つにし、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

校長 冠木 健 



平成３０年度 西早稲田中のスタッフ 

 

 

 

 

 

第１学年 

学年主任  藤井 義法 主幹教諭 （美術） 

１組担任 藤井 義法 主幹教諭  （美術） 

２組担任 飯山 恵子 主任教諭 （英語） 

３組担任 鈴木 千穂 教諭   （保体） 

４組担任  宮下 直毅 主任教諭 （数学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

副担任 草壁 孝彦 主任教諭 （理科） 

副担任 大丸 協子 教諭   （英語） 

副担任 田名見佳加 教諭   （国語） 

第２学年 

学年主任 山下 拓也 主任教諭  （数学） 

1 組担任 藤川 光義 教諭   （英語） 

２組担任 六波羅 希 教諭   （国語） 

３組担任 小池あかね 主任教諭 （音楽） 

４組担任 森 太加志 主任教諭 （保体） 

副担任 坂田 景一 主任教諭 （社会） 

第３学年 

学年主任 梶田 晃  主幹教諭 （数学） 

１組担任 井田 琢麻 教諭   （理科） 

２組担任 田中 博子 主任教諭 （国語） 

３組担任 坪田 千尋 教諭   （英語） 

４組担任 野上 真子 主任教諭 （数学） 

副担任 鈴木 勝博 主任教諭 （社会） 

副担任 安川 佳子 教諭  （家庭） 

サポート教室  

山口 貴志 主任教諭 （特別支援） 

  久保 智里 主任教諭 （特別支援） 

  桐山 美里 教諭   （特別支援） 

非常勤教員  鈴木 誠   （英語） 

非常勤講師  勝間田 稔 （技術） 

非常勤講師  幅  純子 （保体） 

非常勤講師  米倉 隆造 （理科） 

学習指導支援員  野際 優祐 （英語） 

学習指導支援員  國井 千里  （体育） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長   冠木 健          副校長      池田 博  

企画推進本部統括 梶田 晃  主幹教諭  生徒支援本部統括 藤井 義法 主幹教諭 

教務主任     梶田 晃  主幹教諭   生活指導主任   森 太加志 主任教諭 

進路指導主任     田中 博子 主任教諭  保健給食主任   岡村  慶子 主任養護教諭    

 

保健室  主任養護教諭  岡村 慶子 

事務室 （都）主事    松村 佳子 

（区）主任主事  梅本  尚子 

主事室 

 技能主任  星  かつ子（用務） 

 技能主事      堀内  茂 （用務） 

 技能主任      木村  学 （用務） 

 学校安全管理員   生田 孝夫 

          小野坂美枝子 

           前田 秀子 

給食室 

非常勤栄養士   鈴木  庸至衣 

調理       一冨士フードサービス 

スクールカウンセラー 

都(金)       松井 朋子 

区(月･木)      山田 公子 

学級補助員     池田 仁 

介助員     長谷部 静夏 

      一柳 礼子 

特別支援推進員  粟野 紘平 

図書室 

学校図書館支援員  竹内 ひとみ 

図書館スタッフ     森 美樹子 

スクールコーディネーター 

           小倉 桃子 

子どもと家庭の支援員 

吉鶴  志郎 

早坂  幸恵 

施設管理員       赤羽  忠明 

菊地 文夫 

林  正純 

矢部  清 

鈴木 吉彦 

ＡＬＴ   エミリー 

   メロン 

 


