
 

 

 

 

 

 

 

 

＜着任の挨拶＞ 
 

令和２年度より北区立堀船中学校長の辞令を拝命いたしました、阿久津光生です。 

教育先進都市北区の一躍を担う、歴史と伝統ある堀船中学校を預かることの責任の重さを痛感するとともに、

そのご縁をいただいたことに、心より感謝し、全身全霊を傾けて職務に励む所存です。 

私は、本校に昨年度まで 7年間、副校長として勤務をさせていただきました。 

着任にあたり、地域の皆さまから温かい励ましのお言葉を頂戴し、学校への期待を感じるとともに、長年にわ

たり学校が地域の皆さまから支えられていることを改めて実感いたしました。 

 現在、学校では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、かつて経験をしたことのない、緊急の対応に

追われております。このような中、直近の運動会・修学旅行等の学校行事や PTA 行事の延期や中止についても

適切に判断していかなければなりません。 

中長期的には、生徒たちの健康教育や特別支援教育の充実、小中一貫教育のさらなる推進、延期となったオリ

ンピック・パラリンピックへの取り組みなど、課題が山積しております。さらに、新学習指導要領完全実施に向

けた準備も喫緊の課題です。 

このような状況の中でも、我々教職員の力を結集して、生徒一人一人の良さや可能性を見出し、確かな学力の
定着と豊かな心の醸成を図って参ります。そして、どんな時代の変化があろうとも、たくましく生き抜く力を子
どもたちに育んで参りますので、保護者・地域の皆さまには、今後ともご理解・ご協力の程、何卒お願いいたし
ます。 

 

＜時差登校による始業式＞ 
 
４月６日（月）は新型コロナ感染症防止対策のた

め、時差登校を行い、始業式を放送で実施しました。
みんな久しぶりの登校で嬉しそうな表情がたくさ
ん見られました。生徒たちは、放送による始業式を
真剣に聞き入り、新年度の決意を新たにしたようで
した。 

 
 

 
＜校庭での入学式＞ 
 
新型コロナウイルス感染症防止対策のため、新入生はクラスで担任の挨拶、学年の先生の紹介を受けて教科書

などを受けとりました。 
また、保護者の方には体育館にて、学校生活に関するご説明を短時間でさせていただきました。その後、校庭

での入学式を略式で行いました。校庭での入学式でしたが、新入生６３名は立派な態度で式に臨むことができま
した。 
新入生代表の挨拶もとても頼もしく素晴らしいものでした。急遽校庭での式となりましたが、保護者の皆様に

はご理解・ご協力いただきましてありがとうございました。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 
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転出･退職等

校長 牧口弘一 清瀬市立清瀬第二中学校

主幹教諭 土井　宏之 英語 北区立滝野川紅葉中学校

教諭 窪田　良行 英語 荒川区立諏訪台中学校　

産育代替 江田　彩芳 英語 産育代替終了

栄養士 松崎恵美子 － 北区立谷端小学校

用務主事 小浦　京子 － 北区立堀船小学校

転入･新規採用等

校長 阿久津光生

副校長 柴田　道夫 北区立桐ケ丘中学校　　転任

主任教諭 大枝　恵子 英語 葛飾区立金町中学校　　転任

主任教諭 渡部みゆき 英語 東村山市立第五中学校　転任

主任教諭 岩﨑　　彩 英語 復職（育休終了により）

教諭 中田　考浩 数学 練馬区立三原台中学校　転任

教諭 酒井　　翔 数学 新規採用　（京都府立亀岡高等学校）

栄養士 坂本　信子 ｰ 北区立王子第二小学校

用務主事 山川千惠子 ｰ 北区立神谷中学校（再任用短時間）

職名 主任等 担任等 氏　　名 教科等 給 栄養士 坂本　信子

校長 阿久津光生 経営 事務主事 島田　哲明

副校長 柴田道夫 経営 事務主事 滝口　澄夫

教諭 学年主任 １組担任 中田考浩 数学 事務室補助 小松崎智子

教諭 ２組担任 池田　麻美 保健体育 用務主事 森泉  　孝

主幹教諭 教務主任 副担任 山根　　純 数学 用務主事 丸山トシ子

主任教諭 副担任 岩﨑　　彩 英語 用務主事 山川千惠子

教諭 副担任 後藤　重美 国語 都カウンセラー 亘　亜紀子

非常勤教員 　 副担任 山口　孝子 家庭 区カウンセラー 中間　崇文

主任教諭 学年主任 １組担任 岩本　康弘 理科 都講師　美術 瀬田　宜正

主任教諭 ２組担任 渡部みゆき 英語 都講師　理科 小野  昭二

主任教諭 副担任 堀口　千尋 国語     パワーアップ講師  数学        佐々木公栄

教諭 副担任 酒井　翔 数学 家庭学習アドバイザー　数学 菅　奈美

主任養護教諭 保健主任 副担任 清水さおり 養護 家庭学習アドバイザー　英語 高橋利恵子

主任教諭 学年主任 １組担任 吉田　郁子 音楽 学級経営支援員 小野田早正

主任教諭 生活指導主任 ２組担任 杉政　　健 保健体育 理科支援員 梶野　雄二

主幹教諭 進路指導主任 副担任 島貫　勝義 社会 学校と家庭との支援員 向山　治男

主任教諭 副担任 大枝　恵子 英語 学校と家庭との支援員 栗原　正典

非常勤教員 副担任 戸谷　康英 技術 特別支援教室専門員 木村　瑠衣

※敬称略 巡回相談心理士 　　山田　耕一

会　長 木村　卓史 ３年保護者 　

副会長 阿部　友絵 ２年保護者

副会長 岡村万友美 ３年保護者 スクールコーディネーター※敬称略

副会長 佐藤　愛 ３年保護者 仲本　治　　　 元ＰＴＡ会長

副会長 染谷　純子 ２年保護者

書記 舟山　芳恵 １．２年保護者 学校医・薬剤師　※敬称略

書記 相澤　康恵 １年保護者 内  科 渡邉　　章

会計 加藤　真理 ２年保護者 耳鼻科 池田　尚弘

会計 寺嶋　亜衣 ２年保護者 眼  科 八木さえ子

会計監査 小坂　順子 ２年保護者 歯  科 村上　義和

会計監査 　 徳宮　陽子 ３年保護者 薬剤師 前澤　順子
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北区立堀船中学校　 　　昇任

北区立堀船中学校異　動　先　等

人事異動  　令和２年４月１日付

　　　　　　  　  前　任　校　等


