
落二中だより
令和３年度のスタートです

この度、本校に着任いたしました校長の小杉英夫と申します。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
令和３年度の落合第二中学校の教育活動が始まりました。本年度は、１年生８６名３学級、２年

生７４名２学級、３年生１０５名３学級、合計２６５名８学級でのスタートです。始業式や入学式
で、生徒たちは整然と整列して、しっかりと話を聞いていました。私はその姿を見て、とても頼も
しく感じました。良い学校だなと、うれしく思っています。
まだまだ新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、様々な

教育活動に制限がかかってくることがあると思います。しかしなが
ら、十分な対策を講じた上で、生徒たちにできうる限りの経験をさ
せていきたいと考えております。
落合第二中学校は本年度で開校７３周年目になります。本校の素

晴らしい伝統と歴史を大切に受け継ぎながら、よりよい教育活動を
行ってまいります。保護者や地域の皆様には、本校の教育活動への
ご支援、ご理解ご協力を、これからもよろしくお願い申し上げます。

☆ 学年主任より ☆彡

今年度、第１学年主任を務めさせていただく安田です。よろしくお願
いします。４月７日、入学式が行われました。まだまだ、感染状況が心
配な中ではありますが、気持ちの良い青空の下、良い形で中学校生活の
スタートを切ることができました。
入学式では、少し不安そうな表情をしている生徒もいましたが、それ

以上に立派な姿を見られたこと、嬉しく思います。新しい環境に戸惑う
場面もあるかもしれませんが、コミュニケーションを重ねたり、保護者
の方の支援をいただきながら、乗り越えていければと思います。１年間
よろしくお願いします。 （１学年主任 安田 裕昭） 【入学式を終えて】

今年度は、男子37名、女子37名の計74名でスタートしました。３クラス
から２クラスになり、クラスの人数が増えました。
環境の変化でまだ戸惑いや不安もあるかと思いますが、ぜひ一人一人がも

つエネルギーを存分に発揮して、クラスを明るく、そして思いやりのあふれ
る中堅学年を作っていって欲しいと願っています。そして、あらゆる場面で、
１年生の模範となり、大きく飛躍することを期待しています。私たち職員も、
生徒たちが充実した学校生活を送ることができるよう、力を尽くしてまいり
ます。保護者の皆様、今年度もどうぞよろしくお願いします。

（２学年主任 新海 誠）

新入生を迎え、校内での最上級学年となりました。その１年生と比べる
と、身長が伸び、彼らが本当に大きくなったのだと驚きました。年度当初
の集会での姿を見ていると、その毅然とした姿に、身体だけでなく心の成
長も感じています。
さて、いよいよ進路決定の大事な一年のスタートで、いたるところで彼

らに「受験」という言葉が投げかけられるようになっています。もちろん
進学等にむけての学習は大切ですが、義務教育最後の一年として、行事や
部活などの学校生活にも全力で取り組み、充実した毎日を過ごすことも重
要だと考えています。３学年の教員一同、その両面で彼らの成長を全力で
サポートしていく所存です。どうぞ、変わらぬご理解とご協力をよろしく
お願いします。 （３学年主任 井出 敦大）
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【新しいクラスで初学活】

【令和３年度 入学式】

【生活指導集会のようす】



令和３年度 教職員の異動

★都職関係（正規・非常勤教員）
※退職
島田 一宣 校長 杉本 法子 主任養護教諭
西本 香奈 栄養士 石渡 勇気 学習指導支援員 （保体）
渡辺 篤 時間講師 （保体） 福田 真澄 時間講師 （英語）
松岡 幸子 図書館支援員

※転出
牧野 聡 主任教諭 （理科） 江東区立深川第七中学校
諏訪 雅子 主任教諭 （家庭） 大田区立東蒲中学校
渡邊 功 主幹教諭 （英語） 西東京市立ひばりが丘中学校
田中 陽 教諭 （保体） 荒川区立諏訪台中学校 主任教諭昇任
小谷野 翔大 教諭 （理科） 品川区立冨士台中学校
山越 三千輝 非常勤教諭（数学） 新宿区立四谷中学校
佐藤 美鈴 事務主任 福祉保健局
青沼 知代 スクールカウンセラー

※転入
小杉 英夫 校長 （経営) 世田谷区立船橋希望中学校
大福 啓太 教諭 （英語） 青梅市立新町中学校
大口 彩香 養護教諭 （養護） 北区立神谷中学校
島谷 有紀 教諭 （家庭） 新規採用
村上 次郎 教諭 （理科） 品川区立東海中学校（育代）
野口 明正 非常勤教諭（数学） 新宿区立西新宿中学校 【学校を賑わす花壇の花】】
竹内 洋一 事務主任 福祉部保護担当課
土井 彩 栄養士
川内 瑠衣 スクールカウンセラー
佐藤 玲子 学校図書館支援員

☆ 校長 小杉 英夫 副校長 宇野 頼子
☆ 学年 ☆ ＜◎ 学年主任 ＞

１ 学 年 ２ 学 年 ３ 学 年 まなびの教室
Ａ ◎安田 裕昭 （保体） 渡邉 弥恵 （英語） ◎井出 敦大 （国語） ◎黒澤 勝
Ｂ 大福 啓太 （英語） 上田あかね （保体） 大矢 桂子 （数学） 西松 巧矢
Ｃ 一万田裕美 （音楽） ◎新海 誠 （数学） 横田 美里 （社会）
学 年 寒河江義勝 (社会） 村上 次郎 (理科) 田村 泰樹 （理科）

野口 明正 （数学） 黒澤 勝 （特支） 西松 巧矢 （特支）
所 属 島谷 有紀 （家庭） 大口 彩香 (養護)

☆ 校務 ☆ ＜◎ 各分掌主任 〇 進路指導主任、保健主任＞
１ 学 年 ２ 学 年 ３ 学 年

経営支援部 安田 裕昭 ◎黒澤 勝 井出 敦大 立川 郁子
野口 明正 村上 次郎 西松 巧矢 武井 孔平

教務部 ◎一万田裕美 新海 誠 ○横田 美里 竹内 洋一
教務・進路 島谷 有紀 渡邉 弥恵 大矢 桂子 学校用務

学校経営補助員
生活指導部 ◎大福 啓太 上田あかね 田村 泰樹 土井 彩（区栄養士）

寒河江義勝 ○大口 彩香

◇ 事 務 ・武井 孔平（都事務）・竹内 洋一（区事務）
◇ 特別支援教室専門員 ・森 絹代
◇ スクールカウンセラー ・山本 渉（都・火） ・川内 瑠衣（区・月、木）
◇ スクールコーディネーター ・駒木 淑恵
◇ 特別支援教育推進員 ・祝 優奈 （区・月、火）
◇ 学校図書館支援員 （㈱図書館流通センターに委託）： ・佐藤 玲子
◇ 学校用務 （㈱リンレイサービスに委託） ・岡 雅美 ・森 太一
◇ 給食調理 （フジ産業株式会社に委託) ・村上 奈菜 ・小島 奈津希 ・吉澤 由依
◇ 学校経営補助員（シルバー人材より派遣） ・水野 俊江 ・伊勢山 武秀
◇ 安全管理員 （シルバー人材より派遣） ・重藤 健一 ・西尾 志津子 ・佐藤 千恵子
◇ 施設管理員 （シルバー人材より派遣) ・冨山 稔 ・大澤 勇 ・出口 丈人


