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平成２８年度のはじめに 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 教職員の異動 ※転出者の( )内数字は在任期間 

【転出】 教諭  石垣  絵梨 家庭 （４） 退職 

  教諭  本多  由季 数学 （３） 荒川区立第一中へ 

  教諭  工藤  学人 数学 （１） 退職 

  主任養護教諭 山守  千恵 養護 （６） 江東区立深川第八中へ 

  技能主任 野笹 都美子 用務 （５） 退職 

  主事  杉林  堅世 警備 （３） 退職 

  学習指導支援員 醍醐  忠男 理科 （８） 退職 

【産休】 教諭  李   珉貞 理科  産休育児休業 

  教諭  森   美紀 国語  産休育児休業 

【転入】 主任教諭 野上  真子 数学  育児休業より復帰 

  教諭  宮下  直毅 数学  調布市立第四中から 

  教諭  金子  諒 理科  産休代替（調布市立第六中から） 

  教諭  矢作  俊平 国語  産休代替（板橋区立板橋第二中から） 

  教諭  君田  修一 理科  非常勤教員（新宿区立新宿西戸山中から） 

  教諭  鈴木  誠 英語  非常勤教員（墨田区立吾嬬立花中から） 

  主任養護教諭 岡村  慶子 養護  北区立赤羽岩淵中から 

学習指導支援員 池田 美紗喜 英語  新規採用 

  技能主任 鈴木  一 警備  新宿区立牛込第一中から

  

 平成２８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。

一歩一歩成長していくお子様の様子に喜びもひとしおのことと拝察いたします。 

 本年度は新入生１３３名と転入生３名を迎え、生徒４４６名と教職員５９名、総勢５０５名で

スタートいたします。今年は、昨年の開校１０周年記念事業をよき節目とし、西早稲田中の新た

な歴史を創っていくスタートの年になります。歴代の校長先生、教職員、保護者、地域の方々と

卒業生の皆様が築かれた優れた校風を受け継ぎ、未来に生きる子供たちのために、本校教育の発

展に努めますので、ご支援ご協力のほどお願い申しあげます。 

 教育の役割は子供たちが目標に向かって努力し、自己実現をしていくための力と次代の社会の

発展を担う力を身につけさせることにあります。ところが教育の現状を見ると、学力・体力の低

下傾向や、いじめや不登校の問題、社会の一員としての規範意識の欠如など多くの課題がありま

す。今こそ家庭、学校、地域が一体となって次の世を担う子供の教育に取り組んで行きましょう。 

 学校の歩みは、ともすると毎年繰り返す年中行事のように思われがちです。しかし、一人一人

の子供にとっては一日一日が全く新しい体験です。このことをしっかりと認識し、新しい組織で

創意・工夫し、日々新たな気持ちで指導にあたりたいと思います。ご家庭の皆様、地域の皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

校長 片倉 元次 



平成２８年度 西早稲田中のスタッフ 

 

 

 

第１学年 

学年主任 梶田 晃  主幹教諭  （数学） 

１組担任 山田 涼  教諭   （社会） 

２組担任 宮下 直毅 教諭   （数学） 

３組担任 古澤 政光 主任教諭 （保体） 

４組担任 野上 真子 主任教諭 （数学） 

副担任 川上 裕志 主任教諭 （英語） 

副担任 矢作 俊平 教諭   （国語） 

副担任 君田 修一 非常勤教員 （理科） 

 

第２学年 

学年主任 久保 直美 主任教諭 （社会） 

１組担任 神野 智彦 教諭   （美術） 

２組担任 飯山 恵子 主任教諭 （英語） 

３組担任 神田 香  教諭   （国語） 

４組担任 渡邉 裕司 主幹教諭 （保体） 

副担任 金子 諒  教諭   （理科） 

副担任 坪田 千尋 教諭   （英語） 

副担任 勝間田 稔 非常勤教員 （技術） 

 

第３学年 

学年主任 鳥海 尚子  主任教諭 （国語） 

１組担任 武川 恵太郎 教諭   （理科） 

２組担任 日下 大樹  教諭   （数学） 

３組担任 菊池 陽太  教諭   （音楽） 

４組担任 鳥海 尚子  主任教諭 （国語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

副担任  小林 利光  教諭    （理科） 

副担任  藤川 光義  教諭   （英語） 

副担任 鈴木 誠    非常勤教員 （英語） 

副担任   西本 静    学習指導支援員 （保体） 

副担任  池田 美紗喜 学習指導支援員 （英語） 

 

非常勤講師  幅  純子 （保体） 

非常勤講師  中村 美保 （家庭） 

非常勤講師  花村 茉奈美（家庭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長   片倉  元次        副校長    池田 博  

教務主任 梶田 晃  主幹教諭    生活指導主任 渡邉 裕司 主幹教諭 

進路指導主任 小林 利光 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 

 課長代理  藤本  京子 

 主任主事  山﨑  三郎 

 

主事室 

 技能主任  河西  誠 （用務） 

 技能主任  星  かつ子（用務） 

 技能主任  鈴木  一 （警備） 

 

給食室 

管理栄養士 課長代理 伊藤  ひろみ 

調理    一冨士フードサービス 

 

スクールカウンセラー 

都(火)   神原  ひかり 

区(月･木)  山田 公子 

 

図書室 

学校図書館支援員 牧野 有美 

図書館スタッフ    森 美樹子 

 

スクールコーディネーター 

          早坂 幸恵 

 

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 

矢部  清 

阿久津 満 

三山 陽士 

菊地 文夫 


