
令和４年度のスタートにあたって 
                                                               校長  代市 利光 

160 名の新１年生を迎え、令和４年度の諏訪台中学校がスタートしました。ここまで新型コロナウイルスの影響をま

ともに受けた２年間でしたが、学校生活の様式の変容にも、臨機応変に対応できるようになりました。今年度も引き続

き教育活動の充実に向け、教職員一同全力で取り組んでまいります。保護者の皆様、地域の皆様方の更なるご理解・

ご協力をお願い申し上げます。 

 

６日は着任式・始業式が実施されました。 

〔始業式あいさつより〕 

３年生は、１年後どういった進路に向かっているのでしょうか。もし、すでに目標があるなら、その達成のための努力

はしっかりとしてください。そして、自分の進路は、自分で切り開いていくこと。もちろん、家族やここにいる先生方の

協力は必要でしょうが、先頭切って進んでいくのは自分です。その自分が動かない限り、周りでサポートはできません

から、まずは、あなたたちが頑張りなさい。勉強だけではありません。日頃の生活も含めて、しっかりと考えて、意味と

意図のある生活を送るようにしてください。 

２年生、あなたたちには後輩ができます。後輩にとって良い手本となるようにしてください。 

２年生というと、学校の中では、中心となり、生徒会活動や部活動でも中心となって活躍するようになります。私

は、中学生が、自分の力を試すことができるのは、２年生の時だと思っています。２年生のうちに、たくさんのこと、い

ろんなことに挑戦してほしいと思います。 

最後に、ここにいる全員に、ふたつ約束してもらいます。一つめは「毎日を一生懸命、頑張って過ごす」ことです。あ

なたたち一人一人、得意な分野や不得意な分野もあり、スピードも違います。みんなが同じでは、ありません。でもそ

んな中でも、自分なりに力を出し切ってほしいと思っています。人に遅れを取っているからと、力を出し切らなかった

り、出し惜しみしたら、本当の自分の力には到達できません。周りと比べてではなく、自分自身がどこまでできるのか、

納得できるまで頑張ってほしいと思います。 

二つめは、「学ぶことから逃げない」ということです。 

学校は「学びにくる所」です。もちろん教科の学習も「学び」ですが、部活での技術や、人との付き合い方、様々な場面

での礼儀、マナー、安全について、などなど、多くのことを学びに来るところが、学校です。 

どうかこの「学ぶ」という行動から逃げないでください。 

学校でできるたくさんの取り組みを放っておく、適当に片付ける、なんてことはしないでください。 

志を高くもって、たくさん「学ぶ」ことを続けてください。学ぶことで自分を変えられますし、自分を成長させることに

もなります。 

コロナ禍で、不自由だったこの２年間を振り返り、頑張りたくても、頑張れなかったこと、挑戦したいけれどできなか

ったこと、そんなことを取り返す、頑張ること、学ぶことにしっかり取り組み、自分を成長させる、令和４年度をそんな

年にしてほしいと思っています。一緒に頑張っていきましょう。 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

今年度の本校の教育方針については、４月当初の保護者会でご説明いたします。 

諏訪台中学校の教育目標 

人間尊重の精神を基調とし、知性、感性、道徳心や体力をはぐくみ、人間性豊かに成長することを通して、広

く国際社会に生きる人間の育成を目指す。 

・自ら考え、進んで学ぶ生徒            ・豊かな心をもち、思いやりのある生徒 

・心身ともに健康で、たくましい生徒      ・地域とともに学び、地域を愛する生徒 
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令和４年 ４月１3日 
荒川区立諏訪台中学校 
学校だより 第１号 



Ⅰ 令和４年度教職員編成 

１ 教員編成 【校長】代市利光 【副校長】小澤聖司 

 ●は学年主任 アルファベットは担任学級 □は分掌主任   

 

２ 主事 等 

  ・栄養士 吉井雪江  ・事務主事 松本好只 ・事務主事 小澤 薫 ・事務補助 長谷川恵美子 

・用務主事 髙橋澄子  ・用務主事 三浦博之 ・用務主事 宇留野 円 ・用務主事 松浦直子 

・学校司書  小島妙子  ・特別支援教育専門員 宮沢 亨  ・ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 佐久間麻美 

・特別支援教育支援員 真田麻衣子 ・都ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 小松利恵子 ・区心理専門相談員 小井田夏美  

・都巡回心理士 吉本恵美子 

 

３ 講師 

 ・社会 古藤誠二 ・理科 田中 淳 ・理科 佐本 剛 ・保健体育 西 胡桃 ・英語 櫻井直子 

 

Ⅱ 教職員の異動…教職員の異動についてお知らせいたします。 

１ 転出・退職他    ～お世話になりました～ 

  教科等  氏 名 事由 等 異動先 等 

１ 教諭 数学  中村 孝 任期終了   

２ 主任教諭 社会 後藤 洋子 異動 板橋区立志村第五中学校 

３ 主任教諭 保健体育  藤田 妙子 異動 北区立稲付中学校 

４ 教諭 技術  中村 亮太 退職   

５ 教諭 英語  大井 美紀 異動 墨田区立桜堤中学校 

６ 非常勤教員 英語 毛利 敦 任期終了  

7 教諭 理科 藤原 広 産育休代替任期終了  

８ 用務主事 渡邊 淳江 任期終了  

９ スクールカウンセラー 駒場 優子 任期終了  

10 時間講師 社会 名取 優介 任期終了  

11 時間講師 保健体育 近藤 雄一 任期終了  

２ 転入・採用    ～よろしくお願いいたします～ 

  教科等 氏 名 事由 等 前籍校 等 

１ 主任教諭  社会  関谷   昇  異動 墨田区立両国中学校 

２ 教諭  数学  津島 祐介 異動 西東京市立保谷中学校 

３ 教諭 保健体育  遠山 真由 異動 荒川区立尾久八幡中学校 

４ 主幹教諭 技術  野原 正樹  異動 荒川区立第四中学校 

５ 教諭  英語  宮﨑 佳步 新規採用  

６ 養護教諭 村瀨 楓 新規採用  

７ 教諭  数学  清水 裕子 育休代替  

８ 教諭 理科 佐藤 一慶 育休代替  

９ 都スクールカウンセラー 小松利恵子 新規採用  

10 区心理専門相談員  小井田夏美 新規採用  

11 用務主事 松浦 直子 新規採用  

 

 教務部 生活指導部 進路学習部 経営支援部  

１年 

 

石川 薫〔国〕□ 

●野原正樹〔技〕 

佐藤一慶〔理〕 

Ｂ鈴木啓介〔数〕 

Ｄ遠山真由〔体〕 

Ａ津島祐介〔数〕 

Ｃ宮﨑佳步〔英〕 
Ｅ溝口弘基〔国〕  

２年 

 
●塩田洋恵〔家〕 

Ｂ森田 力〔美〕 

石橋茉由〔音〕 

Ａ矢﨑友里江〔数〕□ 

Ｃ浅野早弥花〔理〕 

関谷 昇〔社〕 

Ｄ窪田良行〔英〕□  

３年 

 

Ｃ廣瀨圭佑〔社〕 

清水裕子〔数〕 

●酒井龍生〔英〕 

Ｄ田中 陽〔体〕□ 

Ａ小野寺拓海〔国〕 

Ｂ中三川友紀〔英〕 
山中 龍〔数〕 

村瀨 楓〔養護〕 

生活指導 


