
 

 

 

 

入学・進級おめでとうございます 

校長  小川 高弘 

 

 校庭の桜は満開を過ぎ、散った花びらが校庭をピンクに染めています。４月６日に始業式、７日に入学

式を行い、令和４年度の東久留米市立南中学校の教育活動が始まりました。１６３名の新入生を迎え、１

年生は５クラス編成となり、全校生徒４７７名、全１４クラスでのスタートです。３月末にまん延防止等

重点措置は解除されましたが、東京都の新規感染者数は下がりきらず、本校での感染拡大も心配されま

す。コロナ禍における教育活動になりますので、３密の回避、マスクの着用、うがい・手洗いの励行など

の基本的な感染対策を徹底していきます。今年度も、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

始業式では、「自分」「友達」「集団」の３つの視点をもってほしいという話をしました。まずは自分を

見つめて、何かに挑戦しているか、やるべきことをやっているか、継続することと改善することは何か

を、見付けることが大切です。次に友達を見て、これからどんなことが一緒にできるのか、お互いを認め

合っているか、傷つけていないか、他の人と一緒に生活する楽しさに気付いてほしいと思います。最後に

集団です。生徒は、学校でクラスや学年、部活動や委員会、１人がいくつもの集団に属しています。その

集団はお互いに励まし合っているか、周りの人にやさしく声をかけているかということを意識し、自分が

属している集団の質を高める必要があると話しました。 

入学式の式辞では、「学ぶ喜び・分かる喜び」について話しました。人は、今まで知らなかったことを

新しく知ったり、分からなかった事が分かるようになったりすると、嬉しくなり、もっと学びたいと思う

ようになります。さらに、これから学ぶ知識や技能を生かして、自分で考え、判断し、表現する力を伸ば

してほしいことを話しました。保護者の皆様には、学校・家庭・地域がそれぞれの視点から子供を見て、

協力して子供を育てていくことをお願いしました。 

始業式での２・３年生の姿を見て、落ち着いて話を聞く姿勢が、卒業生からしっかりと受け継がれてい

ることを感じました。入学式の新入生も緊張の中、立派な態度で、来賓の方からもお褒めの言葉をいただ

きました。南中のこれまでの取組以上に、さらなる向上に期待をもたせてくれる２日間でした。 

 教育目標 愛 勉学 自主性 健康 

令和４年４月８日 

東久留米市立南中学校 

校 長  小 川 高 弘 

 

 

東久留米市立学校教員の働き方改革に向けた取組への御理解と御協力について 

東久留米市立学校では、教員が子どもたちと向き合うために心身の健康増進に努めるとともに、自ら

の専門性を高めるための研修時間の確保を行うことを目的とし、教員の勤務環境の整備のために、下記

の取組を実施しておりますので、お知らせします。 

○夏季休業期間中の学校閉庁日を実施しています。 

○学校への電話連絡は、業務を行っている日の下記の時間内の対応とさせていただいています。 

７時４５分から１８時３０分まで。なお、長期休業中は時間が異なります。 

○「東久留米市立学校部活動ガイドライン」に沿った部活動を実施しています。 

南中では、学校だよりやホームページ等で、学校の教育活動の様子をお伝えするために、個人が

特定できないように（後姿や顔が判別できないサイズなど）配慮して、写真を掲載しています。ま

た、部活動や校内外での活動において、表彰等をされた場合、氏名を掲載しています。掲載につい

て、差し支えがあるとお考えの方は、担任までお申し出ください。なお、学校ホームページにて、

昨年度の学校だよりを見ることができますのでご参考ください。 



令和４年度 人事異動について 
転出等   氏名 転出先等 

副校長 数学 内藤  浩 東久留米市立中央中学校 

主任教諭 音楽 岩﨑 郁恵 東久留米市立西中学校 

主任教諭 保体 小出 由佳里 練馬区立光が丘第三中学校 

主任養護教諭 養護 伊藤 祐美 配偶者同行休業 

教諭 保体 林 健太郎 目黒区立第一中学校 

臨時的任用教員 養護 藤本 由美子 東久留米市立西中学校 

学校用務 
高野 和敏 東久留米市立第一小学校 

鳥居 慶子 東久留米市立本村小学校（一般事務） 

スクール・サポート・スタッフ 村井 繁子 退職 

 
転入等   氏名 転入元等 

副校長 技術 峯川 周一郎 東久留米市立中央中学校（昇任） 

主任教諭 音楽 関  淳子 清瀬市立清瀬中学校 

主任教諭 保体 坂田  園 清瀬市立清瀬第五中学校 

主任養護教諭 養護 平内 里佳 東大和市立第三中学校 

教諭 理科 間渕 ゆきの 新規採用 

教諭 保体 森川 浩次 立川市立立川第五中学校 

非常勤教員 社会 坂爪 邦雄 東久留米市立大門中学校 

非常勤教員 数学 茂木 健一 東久留米市立大門中学校 

副校長補佐 杉町 玲子 練馬区立大泉北中学校 

スクール・サポート・スタッフ 尾関 雅子 新規採用 

学校用務 
国分 由男 

民間委託（株式会社大和総建プロテック） 
多田 信之 

教職員一覧 

    校長  小川 高弘    副校長  峯川 周一郎  （◎は学年主任） 

  第１学年 第２学年 第３学年 

１ 組  伊藤 夏絵 国語  高橋  駿 英語 安藤 隆司 数学 

２ 組 齋藤 雄二 理科 安藤 みよ子 国語 森川 浩次 保体 

３ 組 坂田  園 保体 ◎鈴木 裕貴 社会 金原 たかね 美術 

４ 組  藤城 麻結 英語  関  淳子 音楽 ◎植津 佑一朗 社会 

５ 組 ◎山本 哲也 数学  島本 雄基 保体   

副担任  内田 保恵 数学 守屋 英昭 理科 水城 聡美 国語 

副担任 平戸 雄登 技術 間渕 ゆきの 理科 冨士岡 昭子 家庭 

副担任 坂爪 邦雄 社会  茂木 健一 数学 

副担任    石原 美由紀 英語 

学年付   平内 里佳 養護  

教務主任：守屋 英昭  生活指導主任：安藤 隆司  進路指導主任：植津 佑一朗 

保健主任：平内 里佳  ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ：橋倉 正  学力ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾀｰ：轟 和久 

特別支援教室専門員：宮寺 清  特別支援教室巡回指導教員：福田 龍郎  加藤 順子 

非常勤講師：得居 秀匡(社)  滝川 早織(数)  古山 真子(数)  榊 隆道(理)   

事務職員：濵田 未月(都)  渋江 佐和子(市)  町田 千礼(給食) 

学校用務：国分 由男  多田 信之   給食配膳員：鶴見 洋子  中原 由美子 

副校長補佐：杉町 玲子  ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ：松井 弥生  尾関 雅子 

施設管理員：荒嶋 初美  高橋 幸男  久保田 洋一  吉田 貞夫 

出産・育児休業：山下 真実(英)   配偶者同行休業：伊藤 祐美(養) 


