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ハートフル・昭和のよりよい実現を目指して 
 

                                        校長 並木 浩子 

 令和元年度は満開の桜の花に雪という景色の中に終わりました。私たちの身の回りに様々な予期せぬ

事柄が起きている中ではありますが、令和２年度がスタートしました。昨年度も、保護者の皆様には、

本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございました。このたび、令和２年４月１日

付をもって、昭島市立清泉中学校から本校に着任いたしました並木浩子です。どうぞ、よろしくお願い

いたします。 

 昭和中学校に赴任するにあたって、真っ先に年頭に浮かんだのが「ハートフル・昭和」という言葉で

す。この言葉は、歴代の校長先生が本校の経営の根幹として受け継ぎ、磨かれてきた言葉です。「ハー

トフル」という言葉には、生徒の心が満たされて安定している、生徒が自分の個性や価値を理解し、自

己有用感や自己肯定感を持っている、生徒の自己実現が図られているといったイメージがあり、昭和中

学校のこれからに欠かせない言葉だと感じています。今年度も以下にご紹介するような教職員の異動は

ありましたが、改めて、全教職員で「ハートフル・昭和」のイメージを共通にもち、そのよりよい実現

に向けて、一年間を取り組んでまいります。どうぞ、ご支援をいただきますよう、お願い申し上げま

す。 

 また、一方で、３月から続けてきた新型コロナウイルスによる感染症防止への取組は、今まさに東京

都では最重要課題となっています。国や東京都の考え方を受け、教育課程の大幅な変更が余儀なくされ

ており、昭島市では、全小・中学校の教育活動の再開を５月の連休明けとすることになりました。学校

が今までに経験したことのない対応が求められており、ご家庭にご協力いただかなければ学校が立ち行

かない状況も続いています。教育活動のねらいをふまえつつ、感染拡大防止を徹底し、この難局を乗り

越えるために、引き続きご協力くださいますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和中だより   

保護者の皆様へ 

○欠席連絡は朝 8:15 までにお願いいたします  

代 表   ０４２－５４１－００６５  １組直通  ０４２－５４１－６７９５ 

＊なお、学校からの連絡は以下の電話番号からかかります  

０７０－５０１４－８６３２（主に１年）  ０７０－５０１４－１５８２（主に２年） 

０７０－５０１４－６８１６（主に３年）  ０７０－５０１４－７３８３（主に保健室）  

〇一斉送信メールへの登録のお願い  

 本校では「一斉メール配信」システムを活用しております。別紙でご案内いたしますが、未登録の方は

ご登録をお願いいたします。また、携帯電話の交換等でメールが届かなくなった方は、改めて登録してく

ださい。今回すべてのご家庭に改めてプリントを配布いたします。よろしくお願いいたします。  

〇働き方改革の取組み 

 本校では教員の働き方改革の取組みの一環として、自動対応電話を導入しています。土日祝日と、平

日の下記時間は自動対応となります。また、毎月ノー残業デイを設定しています。（年間行事計画の★印

の日）その日は原則として教職員は１６時４５分に定時退勤いたしますのでご了承ください。  

 夏期 １９時３０分～翌朝７時３０分  冬期 １９時～翌朝７時３０分  

〇保護者会と学校公開など 

 ４ /１８（土）の土曜授業公開と全校保護者会は、コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休校に伴

い、延期いたします。この間の PTA も自粛となります。なお、授業等の参観については、年間を通して

いつ来ていただいても結構ですので、機会があれば、ぜひご来校ください。  

http://www.city.akishima.ed.jp/


昭和中学校 令和２年の組織 

◇退職 

 校長 中島 理智 定年退職（再任用  清泉中学校へ） 

◇任用終了  

臨時的任用教員  橋本 裕二（英語）  田中 香璃（音楽）    用務主事  井上 晶夫 

ＳＣ  佐藤 香奈 

◇転 出 

主任教諭 小島 英朗 （社会：立川市立立川第四中学校へ）  

主任教諭 星 淑江（特支 :立川市立立川第二中学校へ）  教諭 上村 宣明（社会：町田市立南中学校へ） 

教諭 北原 千咲（家庭：北区立田端小学校へ）     教諭 中嶋 規乃（英語：武蔵村山市立第二中学校へ）  

教諭 田中 亜依（特支：豊島区立西池袋中学校へ）   配置員 田村 利恵（共成小へ）       

◇育児休業  

 教諭 德差 沙也加（音楽）  

◇転 入 

 校長 並木 浩子（昭島市立清泉中学校から）   主任教諭 佐々木 潤（社会：御蔵島村立御蔵島中学校から）  

主任教諭 後藤 千穂（特支：国立市立国立第一中学校から）  

教諭 吉永 清子（理科：町田市立忠生中学校から） 教諭 田所 寿梨（英語：立川市立立川第五中学校から） 

教諭 林 彩（特支：日の出町立大久野中学校から） 教諭 甲田 名奈（音楽：育休代替）   

ＳＣ 宗像 有紀（新規） 

配置員 大髙 松美（新規）    用務主事 落合 史朗（新規） 

◇講 師 

田中 啓之（数学 継続）、後藤 文子（美術 継続）、田中 肇一（美術 継続）、岡 さなえ（美術 継続） 

清水 菜摘美（保体 継続）、杉森 郁美（保体 新規）、森下 優 （保体 継続）、池田 円子（家庭 新規） 

甲斐 久美子（１組美術 継続）、八重樫 路子（１組英語  新規） 

校 長：並木 浩子   副校長：佐藤 信雄 

教務主任：岸 良太郎  生活指導主任：原島  芳郎  進路指導主任：加藤 崇博  保健主任：鈴木えり子  

◇１組◇ 

主任：佐々木雅一  

１年 林 彩 

   戸田 健太 

２年 金田 有希 

   加藤 優貴 

３年 佐々木 雅一 

   後藤 千穂 

◇１年◇ 

主任：加藤 崇博 

２組 野崎 直俊（理） 

３組 甲田 名奈（音） 

４組 佐々木 潤（社） 

副担 作田 由起子（英） 

学付 宮澤 恒夫（体） 

 

◇２年◇ 

主任：菅原 賢 （技） 

２組 菅原 賢（技） 

３組 吉永 清子（理） 

４組 遠藤 千香（国） 

副担 岸 良太郎（数） 

副担 小林 宣洋（体） 

副担 小泉 茜 （英） 

◇３年◇ 

主任：小林 秀雄（国） 

２組 佐藤 駿介（社） 

３組 毛利 美和（数） 

４組 原島 芳郎（体） 

副担 田所 寿梨（英） 

学付 鈴木 えり子（養） 

 

●事務  鈴木 輝夫（都）  松村 照代（市）     ●用務  高橋 勝政、田中 善基、落合 史朗 

●給食  百瀬 房子、円子 浩美、大髙 松美      ●スクールカウンセラー   宗像 有紀 

●学校と家庭の連携支援員   江良 邦子         ●ＡＬＴ  Barger Timothy Douglas（ティム）   

●サポートルーム   民生・児童委員、江良 邦子  ●支援員  斎藤千津子（図書）  

●１組介助員   是永 香珠、北原 敦子、伊東 友香、小川 麗奈、村上 美保子、吉開  ゆき乃 

●施設管理員   瀬沼 光弘、辻 健、中山 豊、平塚 利夫、 

 

 

 

 

 

昭和中学校カウンセリングルームのご案内 

〇カウンセリングルームとは？ 

  悩みや困りごとをもつ生徒の皆さんが、カウンセラーと話し、解決に向かうための場所です。 

〇開室日 

  毎週金曜日、昼休みと放課後に開室します。予約優先なので来室できない場合もあります。 

〇予約の入れ方 

（１） スクールカウンセラーに直接「お話をしたい」と申し込む。 

（２） 担任の先生や保健室の養護の先生に相談希望を伝え、日時を決めてもらう。 

〇保護者の方のご相談もお受けします 

  保護者の皆様からも、個別に相談をお受けします。お電話でも承ります。 

〇今年度のスクールカウンセラー（ＳＣ） 宗像 有紀  直通電話 ０４２（５４１）２３６０ 


