
落二中だより
新たなスタート

正門前の桜が満開を迎え、令和２年度の始まりを待ちわびていました。何かと騒がしい年度末から年度初め
となりましたが、２，３年生が元気な姿で登校し、始業式に臨んでくれました。例年とは違い、学年ごとの始
業式でしたが、生徒一人ひとりがしっかりした眼差しで、耳を傾け、新年度の新たな目標をもち、頑張ってい
こうとする決意を感じることができました。辛く寂しい日々を送ってきた生徒たちでしたが、正しい自覚と節
度ある行動で乗り越えてきてくれたと安堵しました。入学式は５月７日以降に延期となり、中学校入学を楽し
みしていた新入生にはとても辛かったと思います。本校の在校生、教職員一同は新入生と会えることを楽しみ
にしています。非常事態宣言が出され、今まで以上に私たちは、正しい判断と適切な行動をとり、このような
状況から脱していかなければなりません。これからは更に、自分のこと、家族のこと、それ以外の人たちのこ

とを考え、我慢すべきことは我慢し、やらなくてはならないことは必ずやることがと
ても大切になってきます。一人ひとりが意識をもち、互いに支え合いながら進んでい
きましょう。
臥薪嘗胆（がしんしょうたん）とは「将来の目標達成のために、今は我慢して耐え忍ぶ」という

意味があります。目標を達成するためには、時間と労力がかかります。とても辛く、
諦めてしまいたいと思うこともあるでしょう。諦めてしまうのか、我慢し耐え忍びな
がら、一歩一歩前に進んでいくのか。あなたはどちらですか。生徒の皆さんには、我
慢し耐え忍びながら、一歩一歩前進し、目標を達成する人になってください。そうす
れば、自分に自信がつき、自分を認め、周りから信頼される人になれます。さあ・・
生徒の皆さん、新たなスタートをきってください。
保護者、地域の皆様には、今年度も引き続き、本校の教育活動にご理解とご協力の

程どうぞよろしくお願いいたします。

☆ 学年主任より ☆彡

令和２年度がスタートいたしました。保護者の皆様におかれましては、この度の新型コロナウイルスの感染拡大や、お
子様の心と体への影響について、大変ご心配のことと思います。また、5月6日（水）までの臨時休業、そして急遽変更
となった入学式の中止等についても、多大なるご理解とご協力をいただいておりますこと、感謝いたします。今年一年間、
どうぞよろしくお願いいたします。
新１年生は７６名の３クラスで始動します。友達は？先輩は？先生は？授業は？クラスは？給食は？委員会は？・・・

わくわく期待する気持ち、不安な気持ちが入り混じっているかと思います。生徒の皆さん一人ひとりが二中に来てよかっ
た！と思ってもらえるよう、私たち教職員も力を合わせて、あたたかい気持ちで寄り添い、全力でサポートしてまいりま
す。ご家庭で困ったこと、心配なことがございましたら、遠慮せずご相談ください。
「ありがとう」「頑張ろうね」「大丈夫？」・・・そんなあたたかい言葉を仲間に自然とかけられる１年生がたくさん出

てきてくれることを期待しています。今年一年間の成長を、教職員一同、心から楽しみにしています。
（１学年主任 新海 誠）

今年度は１０９人の３クラスで第2学年がスタートしました。１年間どうぞよろしくお願いいたします。
さて、入学年度であった昨年は、新たな環境への適応をテーマに「正しい判断・行動」を目標としました。今年度は中

堅学年として、より人と人とのつながりを意識することが増えるでしょう。友人関係がより濃密になったり、後輩を指導
する場面が多く訪れたりします。保護者など大人との関わり方に悩む生徒も多くいることでしょう。
そこで、彼らに提示する今年度の目標を「確かな協力・継承」とすることにいたしました。現在、思うように登校もま

まならない中で、学校行事もいつも通りの開催とはいきません。このような苦境だからこそ、人と人とのつながりや、伝
統を引き継ぐことの意味を彼らには考えてほしいと願っています。
保護者のみなさまにはおかれましては、不安定な社会情勢の中ではありますが、昨年度に引き続き、本校の教育活動へ

のご理解・ご協力をいただけましたら幸いです。 （２学年主任 井出 敦大）

３学年は、３名の転入生を迎え、８２名、念願の３クラスで新学期をスタートさせることができました。
例年とは大きく違う新学期の始まりではありますが、今年は何かと「最上級生として」とか「中学校生活最後の」とい

う言葉が文頭につく１年になることには変わりありません。当分の間、予定していた活動の中止や延期など、いくつもの
変更が続くことになり、思うように活動ができない状況ですが、学校生活の様々な場面で頑張ろうとする８２名一人一人
を、学年担当教員全員でていねいに見守っていきます。そして、８２名それぞれが思い描いている夢や希望の進路選択を、
しっかりと応援していきたいと考ええています。生徒の皆さんと保護者の方々と協力し、その時その時、できることを精
一杯行っていきたいです。次に桜が咲く季節には、３年生全員の進路が決定し、笑顔で卒業式ができることを心から願っ
ています。一年間、よろしくお願いいたします。

（３学年主任 一万田 裕美）

令和２年度 教職員の異動
※ 退職

・可児 章 教諭 （社会） ・鈴木 丈章 特別支援教育推進員
・伊東 祐紀 非常勤講師 （保健体育） ・木村 伸子 区事務補助員
・板村 洋子 スクールサポートスタッフ
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※ 転出
・宮本 司 教諭 （英語） 東京都立富士高等学校
・細川 望美 養護教諭 多摩市立西落合小学校
・梅澤 欣英 都栄養士 江東区立第二砂町中学校
・木村 浩子 区事務主事 新宿区立四谷中学校
・瀬在 智子 学校用務 新宿区立落合第三小学校
・小林 光一 給食調理

※ 転入
・田村 泰樹 教諭 （理科） 新規採用
・小谷野 翔大 教諭 （理科） 新規採用（産育休代替）
・佐藤 美鈴 区・事務主任 新宿清掃事務所
・西本 香奈 区・学校栄養士 学校運営課
・祝 優奈 特別支援教育推進員 新規採用
・田中 裕子 学校用務：株式会社リンレイサービス委託
・吉澤 由依 給食調理：フジ産業株式会社委託

＊時間講師＊
・服部 千恵（数学） ・越智 伸明（美術） ・渡辺 篤（保体） ・村田 英理子（技術）
・福田 真澄（英語）

令和２年度 教職員組織
☆ 校長 島田 一宣 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 渡邉 弥恵 （英語） 横田 美里 （社会） 安田 裕昭 （保体） ◎黒澤 勝
Ｂ ◎新海 誠 （数学） ◎井出 敦大 （国語） 牧野 聡 （理科） 田中 陽
Ｃ 上田あかね （保体） 大矢 桂子 （数学） ◎一万田裕美 （音楽） 西松 巧矢
学 小谷野翔大 (理科） 田村 泰樹 （理科） 立川 郁子 （国語）
年 黒澤 勝 （特支） 諏訪 雅子 （家庭） 渡邊 功 （英語）
所 石渡 勇気 （学支） 西松 巧矢 （特支） 寒河江義勝 (社会)
属 田中 陽 （特支）
☆ 校 務 ☆ ＜◎ 各部主任 〇進路指導主任 ＞

１ 学 年 ２ 学 年 ３ 学 年 ４ 学 年
経営支援部 小谷野 翔大 諏訪 雅子 ◎牧野 聡 山越 三千輝

黒澤 勝 西松 巧矢 田中 陽 武井 孔平
佐藤 美鈴
学校経営補助員
学校用務

教務部 新海 誠 大矢 桂子 ◎渡邊 功
教務 渡邉 弥恵 田村 泰樹 〇一万田 裕美
進路 立川 郁子

上田 あかね 井出 敦大 ◎安田 裕昭 杉本 法子（養護）
生活指導部 石渡 勇気 横田 美里 寒河江 義勝 西本 香奈（区栄養士）

◇ 事務 ・武井 孔平（都事務） ・佐藤 美鈴（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） ・青沼 知代（区・月、火）
◇ 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・火）
◇ 学校図書館支援員 （㈱図書館流通センターに委託） ：・松岡 幸子
◇ 学校用務 （㈱リンレイサービスに委託）：・古林 誠 ・田中 裕子
◇ 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）：・加瀬まり子 ・金澤 陽子
◇ 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)：・大橋 隆 ・大澤 勇 ・冨山 稔

＝令和２年度の年間行事の変更について＝

今年度の年間行事予定につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を受けての臨時休校が続く中
既に予定していた行事が中止、延期となっております。今後も様々な変更が考えられますこと、ご理
解よろしくお願いします。次の行事は現時点で中止・延期となっているものです。
〇 ３年生・・・「修学旅行」２学期に延期予定、「歌舞伎鑑賞教室」中止
〇 ２年生・・・「能楽鑑賞教室」中止
〇 １年生・・・「入学式」延期 「女神湖移動教室」中止
〇 全 校・・・「運動会」未定 「保護者会、シラバス説明会等」延期予定

※４月２４日更新


