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保護者の皆様、臨時休業中の対応につきまし

てご理解ご協力いただき誠にありがとうござい

ました。御礼申し上げます。 

本日、新入生 96 名の入学を祝し、第 74 回入

学式を挙行することができました。新入生の皆

さんご入学おめでとうございます。２か月遅れ

の入学式でしたが、２年生 106名、３年生 87名、

全生徒２８９名がそろい学校が再スタートする

ことができました。昨年度同様、保護者の皆様、

地域の皆様のご理解、ご支援をよろしくお願い

申し上げます。 

さて、学校が臨時休業になってから３か月。

一日一日を大切にして、できる限り悔いの残ら

ない日々を積み重ねて、今日を迎えたでしょう

か。この休みもそれぞれの使い方で有意義であ

ったり、無駄に過ごしてしまったりしたのでは

ないでしょうか。学習面でも体力面でも落ちて

しまった人はこれからしっかりと学力作り、体

力作りに励みましょう。 

明日から分散登校で徐々に体を慣らしながら

学校生活に入っていきます。授業時間を確保す

るために、１学期の学校行事を中止にしたり、

月１回の土曜日授業を午後まで行ったり、夏休

みも短くなります。まずは、学習に集中して遅

れた分を取り戻していきましょう。また、２か

月も短縮してしまった今年度、３年生は上級学

校への入試がどうなるのか、不安なところが多

いと思います。過去に例のない事態ですが、中

学校はできるだけ情報を集めながら進路指導を

行っていきますので、不安なことがあったらす

ぐに先生に相談しましょう。 

 

効果的な勉強法について、アメリカのある心

理学者が最重要項目１０を発表したものがあり

ます。皆さんが家庭学習をしていた時に、この 

 

 

 

項目のようにできたものはありますか。また、 

学校が始まっても効果的に勉強して、学習内容

を身に付けるために参考にしてください。 

 

①決まった時間に決まった場所で決まった科

目をする。 

②どんな時でも自分一人で勉強するという気

持ちで勉強する。 

③勉強したことは必ずノートにとっておく。 

④勉強中気が散らないようにする。 

⑤学習の良い環境をつくる。 

⑥本は詳しく読む前に全体をざっと読む。 

⑦本はできるだけ早く読む。 

⑧勉強の後すぐに暗誦（あんしょう）する。 

⑨いつも問題をもって学習する。 

⑩勉強内容を人に教えるように声を出して説

明する。 

  

 

【保護者の皆様】 

本年度が２か月遅れでのスタートとなりまし

た。子どもたちの成長を願い、本年度も尽力し

ていきます。まずは生徒の学習の保障を優先に

考え、カリキュラムを組んでまいります。例年

のような行事や本校の特色ある活動も現在は取

り組めてない状況にあります。今後、新型コロ

ナウィルスの感染状況をみながら、対応してま

いります。今年度も全教職 

員一丸となって「親切に、 

丁寧に、最後まで」を合言 

葉に教育活動を進めていき 

ますので、保護者の皆様、 

地域の方々のご理解ご協力 

ご支援のほどお願い申し上 

げます。  

令和 2 年度再スタートします    校長 杉田 正穗   



 

令和２年度 入学式式辞 

ただいま呼名いたしました、９６名の新入生

の皆さん、入学おめでとう。今日から気持ちも

新たに杉並区立東田中学校の一年生としてスタ

ートします。 新型コロナウィルス感染症拡大

防止のため、小学校の最後１か月間から３か月

もの長いお休みとなってしまいました。中学校

に入学するための準備期間といっても長かった

ことと思います。新型コロナウィルスの感染が

完全に終息したわけではありません。今なお、

東京都では感染拡大を予防しながら生活をする

ことを呼び掛けています。私たちの生活も通常

に戻ったわけではありません。そのために中学

校でも予防策を講じながらの生活になります。

平常の生活に戻るにはもう少し時間がかかるよ

うです。私たちは感染しない、させないという

気持ちや意識をもつことが大事です。まだまだ

我慢しなければならないことがあると思います

が、中学生になった皆さんはそのことを理解し、

行動してほしいと思います。 

さて、皆さんが中学生になって大きく成長し、

伸びていくための心構えについて、４月にお手

紙を渡しました。心構えについて 2 つのことを

書きましたが、読みましたか。 

１つは、自分の個性を伸ばすことに努めて欲

しいということ。もう１つは、失敗を恐れず、

何事にもチャレンジする精神と失敗を反省して

工夫する心をもってほしいということです。 

教科の勉強が得意な人、運動が得意な人、音

楽が得意な人、絵を描くことが得意な人など、

それぞれの人の得意とするものを伸ばして欲し 

 

 

 

 

 

 

 

 

いのです。やってみたいことを見つけて、楽し

みながら個性を伸ばして下さい。大きく成長し

て中学校生活も充実してくるはずです。自分の

個性を伸ばすよう頑張ってください。また、チ

ャレンジしたことは、いつもうまくいくとは限

りません。失敗することもあるでしょう。しか

し、失敗を恐れていては新しい事にチャレンジ

はできません。むしろ，失敗を重ねながら反省

をして工夫を加えることによって、人間は大き

く成長するものです。 

２つの心構えを忘れずに中学校生活を送れば，

皆さんの中学校生活はきっと充実したものにな

り、大きく成長するでしょう。  

結びになりますが、新入生の保護者の皆様，

お子様のご入学おめでとうございます。杉並区

ではこの緊急事態に対し、５月３１日まで臨時

休業とさせていただきました。この間、お子さ

まの学習を見守っていただくとともに、健康チ

ェック、体力面においてもご配慮いただいたこ

とに感謝申し上げます。2 か月遅れのスタート

になりましたが、スムーズにスタートできるよ

う最大限努力いたします。本校の校訓「伸びて

いく」教育目標「自立力 社会力」を基に，自

分で考え，心豊かに健やかで，人のために尽く

せる自立した社会人になるよう、教職員一同力

を合わせて育てて参る所存であります。ご理解

とご協力のほどお願い申し上げて，式辞といた

します。 

令和２年６月１日 杉並区立東田中学校  

校 長 杉田 正穗 

 
 
 
 
 
 

在籍生徒数 令和２年４月９日現在 

１A １B １C 1年 ２A ２B ２C 2年 ３A ３B ３C 3年 全学年

男子 17 17 17 51 21 22 21 64 17 16 17 50 165

女子 15 15 15 45 14 14 14 42 12 13 12 37 124

計 32 32 32 96 35 36 35 106 29 29 29 87 289

令和２年度 入学式式辞 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援本部長　今井　時代
　　　　菊地　まどか　・　長南　紀子　・　近藤　千恵子
　　　　徳田　靖子　・　山野井　眞美　・　鈴木　睦子
　　　　杉山　美帆　・　幡山　優子

会　長　内田　雅克　　　職務代理　今井　時代
委　員　新藤　久典　・　下嶋　光豊　・柳本　裕
　　　　　鈴木　睦子　・　山野井　眞美　・　吉藤　則子
　　　　　間淵　洋子　・　鈴木　春乃　・　長野　枝里

教職員の異動等 (敬称略) 

職　名 氏　名

1 校　　長 杉田　正穗 経営

2 副校長 安島　晋 経営

3 主幹教諭 大羽　美由紀 英語 １C担任

4 主任教諭 宮﨑　幸恵 国語 2A担任

5 主任教諭 長谷川　慎吾 国語 3B担任

6 主任教諭 田代　文子 数学 3年副担

7 主任教諭 小林　正彦 数学 2年副担

8 主任教諭 武田　エリサ 数学 1年副担

9 主任教諭 齋藤　漠興 理科 ３C担任

10 主任養護教諭 細川　聖子 養護

11 主任教諭 千賀　美香 美術 学びの教室

12 主任教諭 三田　秀雄 理科 学びの教室

19 教　諭 渡辺　広美 社会 3A担任

20 教　諭 安西　冴 社会 2C担任

21 教　諭 濱野　克也 理科 1B担任

13 教　諭 奥　友花 音楽 2年副担

14 教　諭 小豆澤　皓平 美術 1A担任

15 教　諭 下島　陸矢 保体 1年副担

16 教　諭 吉住　昂 保体 2B担任

17 教　諭 梅木　千紘 保体 3年副担

18 教　諭 川瀨　裕子 音楽 学びの教室

22 教　諭 吉嶋　育海 保体 学びの教室

23 教　諭 磯部　友恵 保体 学びの教室

24 教　諭 市川　広太 保体 学びの教室

25 非常勤教員 伴　知明 保体 3年副担

26 非常勤教員 小川　ことば 家庭 2年副担

27 時間講師 松澤　拓士 理科

28 時間講師 砂生　幹雄 技術

29 時間講師 柏木　広和 英語

30 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 饒波　圭祐 教育相談

31 学校司書 後藤　愛子 図書

32
学習支援教員

時間講師
押野　広美 数学

33
特別支援支教室

専門員
板谷　美雪 特別支援 学びの教室

34 特別支援教員 桑原　佐知子 特別支援 学びの教室

35 都主事 前原　隆史 事務

36 都栄養士 小野　ひろみ 栄養士

37 区嘱託員 森尾　みゆき 事務

38 区嘱託員 菊地　牧子 事務

39 技能主任 尾﨑　伸一 用務

40 技能主任 下川　恭男 用務

41 技能主任 登本　章一 用務

42 技能主任 日下　恵美子 用務

教科等

令和２年度 教職員一覧 

東田中学校学校運営協議会委員  

東田中学校学校支援本部「東田クラブ」  


