
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東の大地 
  あきる野市立東中学校   

学校だより第１号     
学校経営支援部 広報担当     

令和３年 ４月２３日（金）   



教職員組織一覧 学年所属・担当教科 

  担任・主任 教科 名 前    担当 名 前 

1 校長 経営 齋藤 真  41 非常勤教員 尾暮 亮 

2 副校長 経営 青木 久敏  42 都事務 小室 玲子 

3 1年主・1-1 理科 松島 洋  43 市事務 内山八重子 

4 1-2 国語 斉藤 綾香  44 時間講師(英) 佐藤 素子 

5 1-3 技術 髙橋総一朗  45 時間講師(英)・教員補助員(数) 齋藤 秀花 

6 1-4 数学 宮澤 卓己  46 時間講師(体) 小沼 拓也 

7 1-5 美術 伊丹さえこ  47 時間講師(体) 吉澤眞奈美 

8 1-6・生活主 保体 岡田 光広  48 教員補助員(数･特支) 坂本 直子 

9 1-1副 英語 串橋 美咲  49 教員補助員(英･特支) 小林亜紀子 

10 1-2副 英語 小又 貴代  50 教員補助員(英･特支) 伊藤 暖水 

11 1-3,5副 音楽 太田 恵美  51 教員補助員(英･特支) 中島亜由子 

12 1-4,6副 社会 菅  友之  52 学校図書館補助 村田たま江 

13 2年主・2-3 英語 和久利幸子  53 健康診断補助員 水上美紀子 

14 2-1 保体 髙橋 辰弥  54 特支学級介助員 村野 裕子 

15 2-2 数学 工藤 睦己  55 特支学級介助員 児玉 ミカ 

16 2-4 理科 原 愛里沙  56 特支学級介助員 桝永 詩織 

17 2-5 国語 和田有紀子  57 特支学級介助員 阿部 徹也 

18 2-6・経支主 数学 武満 優一  58 特支学級介助員 川窪 千恵 

19 2-1,6副 国語 中村 優絵  59 特支学級介助員 益田 美香 

20 2-2,3副 英語 岡田 明美  60 特支学級介助員 高山 美子 

21 2-5副 社会 雨谷 直人  61 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗ  ー 東  達彦 

22 2-4副 数学 野間 昭  62 特支教室専門員 藤田 聡子 

23 2年付 養護 藤田めぐみ  63 特支教室巡回指導教員 高木 久純 

24 3年主・3-1 保体 安藤 文子  64 特支教室巡回指導教員 岡本 忠樹 

25 3-2 英語 椎名 花恋  65 特支教室巡回指導教員 酒井 博司 

26 3-3・進路主 理科 小柳 恵太  66 特支教室巡回指導教員 鈴木由起子 

27 3-4 英語 水船祥太郎  67 給食配膳員 長井三知代 

28 3-5 数学 入澤 倫弘  68 給食配膳員 鈴木智恵子 

29 3-6 国語 熊田 将大  69 給食配膳員 小澤 真弓 

30 3-1,2副 社会 諏訪 隼人  70 スクールサポートスタッフ 中村 朋子 

31 3-3副・教務主 数学 髙野 典卓  71 スクールサポートスタッフ 堀   春代 

32 3-4副 理科 武田 舞子  72 副校長補佐 有田 邦彦 

33 3-5,6副 家庭 岩川 泰樹  73 用務員 川口 泰弘 

34 7組主・担任 特支 吉永 匡一  74 用務員 白川 一夫 

35 7組担任 特支 大槻真奈美  75 警備員 坂本 和彦 

36 7組担任 特支 内山まりな  
76 警備員 渡邊 隆 

37 7組担任 特支 山田 悠雅    

38 7組担任 特支 川原 幸     

39 7組担任 特支 山本 和郎     

40 7組担任 特支 阿部 翼     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１６日（金）、７組は平井川散策に行きました。 

１年生から３年生までの縦割りのグループで約３ｋｍのコースを歩き、

春の植物を見つけることや途中にある橋、看板の文字を探し、クイズに挑

戦しました。 

 １年生は、平井川散策が初めての行事だったので「どんなことをするの

か」「先輩はどんな人なのか」様々な不安があったと思います。ですが、

２年生が「先輩として」優しく接し、３年生が「最高学年として」皆をま

とめていたので１年生も安心して楽しんでいる様子でした。散策から帰っ

て来ると「楽しかった 

！」や「１年生と話す 

ことが出来た！」 

「○○さんと趣味が同 

じで話が盛り上がった 

！」等の声を聞くこと 

が出来ました。 

 この平井川散策を通 

して、交友関係を広げ 

ることが出来、充実し 

た１日になりました。 

【４月～５月の主な予定】 
＜４月＞ 
３０日（金）⑥離任式(１年⑥カット) 
＜５月＞ 
６日（木）⑤or⑥セーフティ教室 
８日（土）土曜授業日 
     部活動保護者会13:30～ 

１０日（月）耳鼻科検診 
１２日（水）大規模地震対応訓練(避難訓練) 
      ↑保護者引き取りなし 

１３日（木）テスト１週間前原則部活動無し 
２０日（木）中間考査①(理、英、国) 
２１日（金）中間考査②(数、社) 安全指導日 
２４日（月）教育実習生始め 
２６日（水）内科検診(１年) 
２７日（木）全国学力調査(３年) 
      歯科検診(１―６、２－１～２－３) 
２８日（金）英語検定 
３１日（月）修学旅行(３年) 

【転出職員の紹介】 
 川杉 稔  （校長） あきる野市立秋多中学校へ 
 中澤 眞喜 （美術） あきる野市立五日市中学校へ 
 和田 幸子 （家庭） 退職 
 藤田めぐみ （養護） 再任用 
 松岡 智一 （国語） 杉並区立神明中学校へ 
 丹野 緑  （国語） 世田谷区立芦花中学校へ 
 佐野 学  （理科） 八王子市立立川口中学校へ 
 芳川 純  （保体） 八王子市立楢原中学校へ 
 古田 裕一 （特支） 大島町立第一中学校へ 
 杉橋 会人 （数学） あきる野市立御堂中学校へ 
 髙山健太郎 （事務） あきる野市立西中学校へ 

【転入職員の紹介】 
 齋藤 真   （校長）昭島市立拝島中学校から 
 和田有紀子  （国語）八王子市立鑓水中学校から 
 伊丹さえこ  （美術）大島町立第三中学校から 
 斉藤 綾香  （国語）八王子市立第六中学校から 
 武田 舞子  （理科）日野市立七生中学校から 
 髙橋 辰弥  （保体）八王子市立七国中学校から 
 山本 和郎  （特支）八王子市立浅川中学校から 
 中村 優絵 （国語）新規採用 
 岩川 泰樹  （家庭）新規採用 
 水船祥太郎  （英語）新規採用 
阿部 翼   （特支）新規採用 
小室 玲子 （事務）あきる野市立西中学校から 

  
 

 令和３年５月１日（土）から令和３年５月５日（水）までの期間は、

学校が休業するため、直接の連絡が取りにくくなります。生徒に関わる

重大事案など、この期間に緊急で学校と連絡を取る必要が生じた場合に

は、あきる野市役所の代表番号（０４２－５５８－１１１１）にお電話

ください。休日・夜間の担当者から教育委員会の職員を通じて、校長等

に連絡いたします。 （あきる野市教育委員会教育部指導室） 

４月１０日（土） 

○あきる野市総合スポーツ祭ソフトテニス市民大会 

中学３年生の部 優勝  ○○○・○○○○ペア 

  第３位 ○○○○・○○○○ペア 

中学２年生の部 優勝  ○○○○・○○○○ペア 

準優勝 ○○○○・○○○○ペア 

第3位 ○○○○・○○○○ペア 

 

 

４月１０日（土） 

○あきる野市総合スポーツ祭 

ソフトテニス市民大会 

中学３年生の部 優勝 

○○○○○・○○○○ペア 

 

 



『東中スタイルwithコロナ』 

～ 新型コロナウィルス感染症予防に向けた新たな学校生活様式 ～ 
 

 

 

 

 

 

「東中スタイルwithコロナ」の守ってほしいポイント5点 

 

 

 

 

 

 
― 登校前～登校後の流れ ― 

（１）登校前は検温をし、健康ﾁｪｯｸｶ ﾄーに記録する。 

（２）タオルまたはハンカチ、水筒、ビニール袋を持参する。 

（３）原則、マスクを着用し、ソーシャルディスタンスを確保した登校を  

心がける。 その際、道に広がらない。 

（４）昇降口で手洗いを行い、教室に入る前に消毒を行う。 

（５）登校後すぐに、健康ﾁｪｯｸｶｰﾄﾞを提出する。 

（６）健康ﾁｪｯｸｶｰﾄﾞ提出後は、自席で読書を行う。 

 

― 校内生活 ― 

（１）友達との対面や近距離での会話、接触等は極力避ける。 

（２）休み時間は、換気・通気を行う。 

（３）トイレは複数名で利用しない。最大入室人数（5人）を守る。 

（４）水道の蛇口は上に向けない。また、冷水器は使用しない。 

（５）廊下や階段は左側通行を守るとともに、通行の妨げになるようことはしない。 

（６）特別教室（少人数教室含む）への入室前後に手洗いを行う。 

（７）人の物（机や椅子も含む）にむやみに触れない。 

（８）保健室、図書室の利用方法を守る。 

（９）給食の時間は、給食委員の指示に従い、「待機」、「準備」、 

「手洗い」の３ローテーションで動き、会話は控える。ﾗﾝﾁｮﾝﾏｯﾄは必ず敷く。 

（10）マスクやティッシュ、除菌シート、制汗シート等はごみ箱に捨てずに持ち帰る。 

(１１)体育着・ジャージ登校可。体育の授業がある日は、必ず体育着・ジャージ登

校する。体育着・ジャージの日はくつ下は黒等でも可だが制服の日は白が原則。 

 

― 放課後・部活動 ― 

（１）先生方が消毒作業を行うので、下校時間を守る。 

（２）清掃は各自の分担個所を短時間で終わらせ、担当の先生に報告する。 

（３）部活動や補習等の後は、最終下校時刻の１８：３０（10月からは 18:00）を守る。 

（４）部活動更衣場所での密を避けるとともに、活動人数や活動日数の制限に協力する。 

「東中スタイルwithコロナ」の大原則（目的） 

１ 命と安全が最優先！感染の徹底的予防を図る。 
２ 自分や周囲（家族等も含めた）の体調管理や健康管理を図る。 
３ 新型コロナウィルスを畏れながらも、悲観せず、学習と「生徒主体」の学校 
生活の両立を図る。 

 

（１）登校後 ・・・ 健康ﾁｪｯｸ前なので、すぐに健康ｶ ﾄーﾞを提出し、静かに読書を始める。   
（２）通行区分・・・ 廊下や階段の左側通行を守ることでＳＤを保つ。 
（３）水道  ・・・ クラス指定の水道を使用し、蛇口は上向きにしない。 
（４）給食  ・・・ 手洗い、配膳、待機を順番で行い混雑を避ける。ﾗﾝﾁｮﾝﾏｯﾄを必ず敷く。 
（５）持ち物 ・・・ タオル（ハンカチ）、水筒、ビニール袋 

 『東中スタイル withコロナ』～新型コロナウィルス感染症予防に向けた新たな学校生活様式～ の確認 

あきる野市教育委員会 

新型コロナウィルス感染予防 


