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『三中プライド』     校長 黒澤錬二 

 

 桜の花も散り、春の香りが漂っています。新しい年度になり気持ちも新たになりました。 

先日の入学式では、新一年生２２９名が入学して活気あふれる学校生活のスタートです。入学式

で聞かせてもらった２・３年生の素晴らしい歌声が感動的でした。きっと１年生や保護者・地域

の皆様にも三中の力を感じてもらえたのではないかと思っています。 

 三中では、ここ数年いくつかの生活のテーマを掲げて活動しています。「あいさつの三中」「一

生懸命はかっこいい。一生懸命の三中」などがありました。今年度は、「三中プライド」にしたい

と思います。 

 昨年度後半で、いくつかの名誉ある表彰を東京都や調布市から受けることができました。この

ことは、先輩たちがつなげてきたものによるところもありますが、今いる生徒の評価でもあるは

ずです。生徒たちには、その心意気を胸に抱いて、学校生活を送るときの心の支えにして欲しい

と願ってのことばです。三中生としてのプライドをもって日々生活することで、次の困難や気乗

りのしないことも前に進める力になれば良いと思っています。生徒自らが一歩踏み出すための、

心の支えになってもらえることを願っているのです。 

 中学生は、自分の取る行動に判断力が付き、さらに自主的な活動に結びつくことで大きく飛躍

することができます。そんな生徒に育って欲しいと願っています。 

 今年度も学校は、生徒が学校生活を通して必要な力を付け、それを地域社会に貢献できるよう

な心も育っていくように指導していきます。これからも保護者・地域の皆様の応援をよろしくお

願いします。 

 

４月の予定～主なもの・詳細は「学年だより」等参照してください～    

○６日（水）始業式  ○７日（木）入学式  

○１４日（木）２年・８組保護者会 ○１５日（金）３年保護者会  

○１９日（火）３年全国学力調査・１年市学力調査・１年保護者会      校門付近・満開の桜 

○２３日（土）調布市防災教育の日 ○２７日（水）身体体力測定  

○２８日（木）離任式   

転出の紹介 

Ⅰ 転出  ＜お世話になりました。＞  

 菱沼 省二  副校長   経営    在職１年    調布市立第四中学校・校長昇任 

中澤 宏樹  主幹教諭  社会    在職８年    調布市立第六中学校 

森 聖子   主任教諭  特別支援  在職９年    多摩市立諏訪中学校 

長谷川 僚  教諭    国語    在職７年    板橋区立板橋第二中学校 

東川 麻弥  教諭    数学    在職７年    品川区立荏原第六中学校 

樋口 麻璃衣 教諭    英語    在職４年    新島村立新島中学校 

塚田 直美  市嘱託事務       在職４年    調布市立第六中学校 

西村 真夕子 都スクールカウンセラー 在職６年    都内公立学校 

朝倉 縁   介助員         在職 6.5年   市内特別支援教室専門員 

Ⅱ 退職  ＜ありがとうございました。＞ 

 五百木 道一 市嘱託技能主事     在職 1.5年  

 藤井 佳子  市スクールカウンセラー 在職１年 



２８年度教職員紹介　～よろしくお願いいたします。～

学年・クラス等 氏　名 性 職名 教科 転入・主任等

経営 黒澤  錬二 男 校長 経営

経営 長田　克巳 男 副校長 経営 稲城市立第二中学校

１－１ 藤本　伸一郎 男 主任教諭 数学 調布市立第八中学校・１学年主任

１－２ 樽見　玲 女 教諭 数学 新規採用

１－３ 菅野　多岐子 女 主任教諭 保健体育

１－４ 大木　晶弘 男 主任教諭 国語

１－５ 迫　龍太 男 教諭 数学 板橋区立板橋第一中学校

１－６ 梅田　晶子 女 教諭 理科

１－７ 鈴木　努 男 教諭 社会 町田市立小山田中学校

１-１・２副 下川　昌子 女 教諭 音楽

１-３・７副 井手　明子 女 教諭 英語

１-４５６副 吉岡  希実子 女 教諭 英語

１年所属 渡邊　利枝 女 主任養護教諭 養護 保健主任

１－８ 塩谷  昭博 男 教諭 特別支援

１－８ 三間　悠子 女 教諭 特別支援 新規採用

２－１ 渡辺  昌幸 男 教諭 保健体育

２－２ 竹内　美弥 女 主任教諭 美術

２－３ 田邉　侑希 男 教諭 理科

２－４ 当麻  紗弥子 女 教諭 数学

２－５ 淺野　勲 男 教諭 技術

２－６ 三浦  雄悦 男 主任教諭 保健体育 ２学年主任

２-１・６副 中山  裕之 男 主幹教諭 社会 生活指導主任

２-２・３副 鈴木  ゆかり 女 教諭 国語

２-４副 小山内　礼 女 教諭 理科

２-５副 大友　瑞紀 女 教諭 英語 武蔵村山市立第五中学校

２ー８ 宇佐　真理子 女 教諭 特別支援

２－８ 佐藤　絵里子 女 教諭 特別支援 新規採用

３－1 馬場　公浩 男 教諭 数学

３－２ 瀬沼　徹 男 主任教諭 社会 研究主任

３－３ 小室　文月 女 教諭 保健体育

３－４ 當間　久美 女 主任教諭 家庭

３－５ 関口　陽介 男 主任教諭 英語 進路指導主任

３副 守屋　昌子 女 主任教諭 国語 ３学年主任

３-１・２副 浅倉　綾 女 教諭 英語

３-３４５副 吉田  る実 女 主幹教諭 理科 教務主任・経営支援部

３ー８ 矢田　義教 男 主任教諭 特別支援 三鷹市立第一中学校・８組主任

３ー８ 岡田　実穂 女 教諭 特別支援

都スクールカウンセラー 森田　望 女 都事務 小嶋　公美湖 女

市スクールカウンセラー 服部　一希 男 市事務 高橋　浩子 女

スクールサポーター 出貝　フミイ 女 栄養士 星屋　友子 女

８組介助員 渡辺　美土里 女 図書館司書 岡田　宏子 女

８組介助員 岡部　彩子 女 市技能主事 金子　隆 男

８組介助員 細川　貴則 男 技能主事 吉田　隆 男

８組介助員 谷口　よしの 女
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