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いつも前向きに、実現できることを意識して考える 

校長 冠木 健   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 教職員の異動 

 

【転出】  副校長     村上 利明 経営         

  主任教諭     坂田 景一 社会        

  主任教諭     飯山 恵子 英語            

  非常勤教諭     加藤 伸作 社会      

  臨時的任用教諭   金吉 佑治 国語    

    臨時的任用教諭   関 彩和子 保健体育        

     臨時的任用教諭   迫田 玲奈 理科       

          特別支援教育推進員 中村 拓哉                

     区スクールカウンセラー 山田 公子     

 

【育休】 教諭 森 美紀  国語 育児休業            

 

【復帰】 教諭 鈴木千穂 育児休業からの復帰         

 

【転入】 副校長  西野 淳 経営      

教諭      中谷真季 社会   

臨時的任用教諭 菊地純子 国語    

教諭         迫田玲奈     理科    

     区スクールカウンセラー 青沼 知代     

 

 

 

 

 

 令和３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１４１名を迎え、生徒４３３名、教職員・スタッフ 71 名（4 月６

日現在）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。 

新型コロナウイルスの影響は、もう少し続くことが予想されますが、これまで学び蓄積

してきた知見と経験を活かし、いかなる時も前向きに、生徒が成果や実績をあげられるよ

う取り組んでまいります。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。 

 



令和 3 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 迫田 玲奈 教諭   （理科） 

３組担任 中谷 真季 教諭   （社会） 

４組担任 安川 佳子 教諭   （家庭） 

副担任 草壁 孝彦 主任教諭 （理科） 

  副担任 川島 一郎 主任教諭 （数学）    

第２学年 

学年主任 田中 博子 主任教諭 （国語） 

１組担任 田中 博子 主任教諭 （国語） 

２組担任 杉山 幹太 教諭   （理科） 

３組担任 柴山 尚子 主任教諭 （音楽） 

４組担任 佐藤 雄一 主任教諭 （数学） 

副担任 森 太加志 主任教諭 （保健体育） 

副担任 髙橋和可奈 教諭   （英語） 

   

 

 

 

 

 

研究主任      佐藤 雄一 主任教諭 

特別支援教育コーディネータ 

山口 貴志 主任教諭 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

第 3 学年 

 学年主任 黒川 晴央 主幹教諭 （技術） 

１組担任 鈴木 勝博 主幹教諭 （社会） 

 ２組担任 松橋 翔  主任教諭 （英語） 

 ３組担任 六波羅 希 主任教諭 （国語） 

 ４組担任 黒川 晴央 主幹教諭 （技術） 

副担任 梶田 晃  主幹教諭 （数学） 

副担任 河合 啓子 教諭   （英語） 

副担任 鈴木 千穂 教諭  （保健体育） 

まなびの教室（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） 

臨時的任用教員（育代） 菊地 純子（国語） 

臨時的任用教員     野際 優祐（英語） 

非常勤教員 田中 健夫      （理科） 

非常勤教員 白杉 江美      （数学） 

非常勤講師 渡邊たえ子           （数学） 

非常勤講師 坂田 景一      （社会） 

学習指導支援員 大竹 政生       （保健体育） 

中村 まあや     （英語） 

特別支援教育推進員 祝 優奈 金子孝行 

特別支援教育専門員 星野 陽子 

 

 

 

 

 

 

 

校長        冠木 健      副校長       西野 淳  

企画推進本部本部長 梶田 晃  主幹教諭    生徒支援本部本部長 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    鈴木 勝博 主幹教諭 

進路指導主任      草壁 孝彦 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  木村  学 （用務） 

 技能主任（再任用） 馬場 敏己 （用務） 

技能主任（再任用） 渡邉 佳子 （用務） 

 学校安全管理員   小野坂美枝子 

矢部  清 

戸塚 久子 

給食室  

栄養士       梅澤 紗綾香 

調理        一冨士フードサービス 

学校図書館 

学校図書館支援員  竹内 ひとみ 

図書館スタッフ     森 美樹子  

スクールカウンセラー 

区(月･木)      青沼 知代 

都(金)       松井 朋子 

  都(水)        後藤 光未 

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 

ＡＬＴ   キース 

            ジョセフ 

学校施設管理員      菊地 文夫 

林  正純 

鈴木 吉彦 

角田 桂司 

学校経営補助員     藤田 光男 

            長島 誠 

４月１９日現在です 


