
 

 

 

 

 

 

一隅を照らす、これ即ち国宝なり！ 

                                          校長 米塚 裕貴 

 満開の桜から花びらが舞う美しい季節を迎えました。この４月に品川区立浜川中学校より、校長

として着任いたしました米塚裕貴（よねづかひろき）と申します。これまで前任の青木経校長先生

をはじめとする諸先輩方が、地域や保護者の皆様方と共に築き上げてきた荏原平塚学園の良き伝統

を受け継ぎ、さらに発展させていくために全力で取り組む覚悟でおりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 義務教育で過ごす９年間は、心も身体も大きく成長し、長い人生を生き抜くための基礎を創り上

げていく貴重な時間となります。各教科で学ぶ学業面はもちろん、変化の激しい社会を生き抜くた

めの様々な資質、能力を身に付けさせていく必要があります。学校だからこそ学べること。学校だ

けでは学べないこと、様々な面があるはずです。コミュニティ・スクールとしての強みを十分発揮

し、家庭、地域、学校が一体となって、学ぶ意欲、向上しようとする意欲を育てながら、一人一人

の成長を支えていきたいと考えています。 

 仏教の言葉に「一隅を照らす、これ即ち国宝なり」という言葉があります。今、自分が置かれた

その場所で、精一杯努力し、明るく輝きを放つ人こそ、何物にも代え難い貴い国の宝である、とい

う意味です。やがて社会に出て活躍する児童・生徒の皆さんには、是非、心にとめておいて欲しい

言葉だと考えています。例えばオリンピックに出場するトップアスリートも自分の努力だけでその

場に立てているわけではありません。技術面を指導するコーチ、身体のコンディションを整えるト

レーナー、最適なウェアや用具を提供する企業チーム、経済面を支えるスポンサー、精神的な支え

になる家族や友人など多くの人々の支えがあってこそ、最高の力を発揮することができます。 

 学校生活の中でも様々な場面で、この言葉の意味をかみしめ、実践していくことが出来るはずで

す。今、自分に与えられた役割を自覚し、たとえ目立たないことでも手を抜かず、最善を尽くして

役割を果たす姿勢にこそ、大きな価値があると考え、実行させたいと思います。教室に入ったとき、

黒板がピカピカの学級があります。前の授業の板書の消し残りがある学級に比べ、その一時間の授

業がどれだけスムーズに始められるのか考えると、日直の役割にも大きな価値があることに気付か

されます。部活動の試合でも全員がコートに入れるわけではありません。コートの外から送られる

大きな声援が力になって試合の流れを引き寄せて勝利につながることがあります。少し考えただけ

でも、それぞれが役割を果たすことで輝きを放つことが数多く存在していることがわかります。 

児童・生徒はそれぞれの学級や学年で、教職員はそれぞれの職務において果たすべき役割を十分

に自覚し、全力で取り組むことによって、平成から令和という新たな時代、荏原平塚学園が十周年

を迎える記念すべきメモリアルイヤーにふさわしい、一人一人が成長を実感できる一年となるよう

教育活動を充実させたいと考えています。 
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【教職員の異動】 

転 出  

主幹養護教諭 （養護） 瀨谷 洋子 （10 年） せや ようこ 品川区立冨士見台中学校へ 

主幹教諭 （英語） 長谷川 久美 （６年） はせがわ くみ 品川区立八潮学園へ 

主任教諭 （全科） 渡邊 浩司 （３年） わたなべ こうじ 新宿区立淀橋第四小学校へ 

主任教諭 （数学） 長山 靖 （３年） ながやま やすし 板橋区立桜川中学校へ 

教  諭 （全科） 関口 順子 （４年） せきぐち じゅんこ 文京区立駒本小学校へ 

教  諭 （特支） 久保ノ谷 知子 （３年） くぼのや ともこ 大田区立入新井第二小学校へ 

主任教諭 （全科） 西川 誠 
(在外教育施設派遣教員) 

（９年） にしかわ まこと 品川区立八潮学園へ 

転 入 

校  長  米塚 裕貴 よねづか ひろき 品川区立浜川中学校より 

主幹教諭 （英語） 山口 幸代 やまぐち さちよ 港区立青山中学校より 

主幹教諭 （全科） 後藤 泰徳 ごとう やすのり 品川区立小山小学校より 

主任教諭 （数学） 中原 寛子 なかはら ひろこ 新島村立新島中学校より 

主任教諭 （特支） 湯澤 牧子 ゆざわ まきこ 品川区立鮫浜小学校より 

主任養護教諭 （養護） 高野 真弓 たかの まゆみ 世田谷区立用賀中学校より 

教  諭 （全科） 遠竹 悠希 とおたけ ゆうき 世田谷区立三軒茶屋小学校より 

教  諭 （全科） 佐藤 史織 さとう しおり 新規採用（昨年度より継続任用） 

教  諭 （社会） 澤田 雄太 さわだ ゆうた 新規採用 

教  諭 （特支） 藤田 夕紀 ふじた ゆき 新規採用（昨年度より継続任用） 

教  諭 （全科） 矢野 武 やの たける 新規採用（区固有教員） 

非常勤教諭  （数学） 小坂 妙子 こさか たえこ 目黒区立大鳥中学校より 

教  諭 （全科） 齋藤 怜汰 さいとう れんた 産育休代替教諭 

教  諭 （図工） 芦澤 空良 あしざわ そら 産育休代替教諭 

教  諭 （特支） 秋山 鶏子 あきやま とりこ 産育休代替教諭 

休 業・退 職・再任用 

校  長  青木 経 あおき おさむ 退職（品川区教育委員会 学校経営監へ） 

教  諭 （図工） 田邉 寛 たなべ ひろし 育児休業 

教  諭 （全科） 赤松 恵理 あかまつ えり 育児休業 

教  諭 （特支） 細井 有希子 ほそい ゆきこ 育児休業 

教  諭 （養護） 北原 朗子 きたはら さえこ 育児休業 

栄 養 士  林田 麻衣 はやしだ まい 育児休業 

非常勤教諭  （全科） 桑野 真美 くわの まみ 退職 

教  諭 （特支） 寺田 昌生 てらだ まさお 任期満了 

事務主事  中西 省吾 なかにし しょうご 任期満了 

用務主事  日髙 稔之 ひだか としゆき 退職（本学園にて再任用） 

昇 任 

用務主事  田中 良一 たなか りょういち 技能主任 

 



 

【担当一覧】 

【校  長】 米塚 裕貴 よねづか ひろき 

【統括副校長】 守屋 直孝 もりや なおたか （１-４年）（研究、学校事務、すまいる、地域渉外・PTA） 

【副 校 長】 影山 祥仁 かげやま よしひと（５-７年）（生活、保健） 

 鴻野 祐子 こうの ゆうこ  （８･９年）（教務、学習） 

 

 ⦿学年団長（学年主任兼任）  ◎学年主任  

学年  １組 ２組 ３組 副担任 

１ 
⦿塚本 貴子 

つかもと たかこ 

佐藤 史織 

さとう しおり 

西村 太郎 

にしむら たろう 
齋藤 ゆかり さいとう ゆかり（養護） 

２ 
◎岡田 徹 

おかだ とおる 
遠竹 悠希 
とおたけ ゆうき 

 

３ ◎永安 浩也 
ながやす ひろや 

佐治 麻衣 
さじ   まい 

 
齋藤 怜汰 さいとう れんた（算数少人数指導） 

芦澤 空良 あしざわ そら  （図工） ４ 
◎後藤 泰徳 

ごとう やすのり 

渡邉 裕介 

わたなべ ゆうすけ 
 

５ ◎中満 麻弥 
なかみつ まや 

柳 俊吾 
やなぎ しゅんご 

 
樽谷 紗与子 たるや さよこ（音楽） 

矢野  武  やの たける   （全科） 
６ 

⦿星野 麻仁 

ほしの まひと 
宮崎 伊久美 
みやざき いくみ 

 

７ 
◎中原 寛子 

なかはら ひろこ 
（数学） 

大串 康裕 
おおぐし やすひろ 

（社会） 

立花 あい 
たちばな あい 

（保健体育） 

森地 奈津実 もりち なつみ（国語） 

澤田 雄太 さわだ ゆうた  （社会） 

高野 真弓 たかの まゆみ  （養護） 

８ 
◎山本 正章 

やまもと まさあき 
（保健体育） 

栗原 淳子 
くりはら あつこ 

（国語） 
 

黒田 美華 くろだ みか        （英語） 

白石 俊二 しらいし しゅんじ（理科） 

小坂 妙子 こさか たえこ  （数学） 

９ 
西鍵 望 
にしかぎ のぞむ 
（数学） 

木村 大介 
きむら だいすけ 

（音楽） 

 
 
 

⦿能登 美和 のと みわ           （英語） 

山口 幸代 やまぐち さちよ  （英語） 

 川邊 泰葉 かわべ やすは     （国語） 

特別支援学級（５組） ◎堀 潮 
ほり うしお 

藤田 夕紀 
ふじた ゆき 

特別支援教室（たけのこ教室） 
◎湯澤 牧子 

ゆざわ まきこ 
寺山 恵里香 
てらやま えりか 

田原 里美 
たはら さとみ 

秋山 鶏子 
あきやま とりこ 

 

事務主事 伴内 かおる ばんない かおる 髙地 理恵  こうち りえ 

 後藤 瑞    ごとう みず 濵田 智子   はまだ ともこ 

栄 養 士 白山 のぞ美 しらやま のぞみ  

用務主事 田中 良一 たなか りょういち 日髙 稔之  ひだか としゆき 

   
  

【教務部長】 星野 麻仁 ほしの まひと 【教務部副部長】 山口 幸代 

永安 浩也 
やまぐち さちよ 

ながやす ひろや 

【研究推進部長】 中満 麻弥 なかみつ まや 【研推部副部長】 中原 寛子 なかはら ひろこ 

【学習部長】 塚本 貴子 つかもと たかこ 【学習部副部長】 能登 美和 のと みわ 

   【後期課程進路指導主任】 山口 幸代 やまぐち さちよ 

【生活部長】 後藤 泰徳 ごとう やすのり 【生活部副部長】 山本 正章 やまもと まさあき 

【保健部長】 堀     潮 ほり うしお 【保健部副部長】 高野 真弓 たかの まゆみ 

【事務用務部統括】 伴内 かおる ばんない かおる    

※伊藤 紗与子先生、星野 あい先生、山田 のぞ美先生はご結婚のため姓が変わり、今年度から 
樽谷 紗与子先生、立花 あい先生、白山 のぞ美先生となりました。 



 

スクールカウンセラー  (前期課程) 園 麻由子 その まゆこ (後期課程) 日置 千佳 ひおき ちか 

巡回相談員 小野島 昂洋 おのしま たかひろ  

特別支援教 室専門 員  (前期課程) 岸   真美 きし まみ (後期課程) 高田 久美子 たかた くみこ 

特 別 支 援 教 室 巡 回 心 理 士 (前期課程) 重松 清文 しげまつ きよふみ (後期課程) 佐々木 康博 ささき やすひろ 

学 校 地 域 ｺ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾈ ｰ ﾀ ｰ 髙田 有希子 たかだ ゆきこ 荒井 雅子 あらい まさこ 

スクール・サポート・スタッフ 宇佐美 豊 うさみ ゆたか  

講 師 (前期課程) 齋藤 裕之 さいとう ひろゆき（理科） 大島  紗季 おおしま さき（理科・家庭） 

 野口 明子 のぐち あきこ（家庭） Julio  Marchand（1･2 年英語 ALT） 

 中嶋 理恵 なかじま りえ（3･4年英語JTE） 美留町 美希子 びるまち みきこ（5･6年英語JTE） 

 （  未 定  ） (体育ﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）  

指導助手 (前期課程) 磯野 孝子 いその たかこ（算数） 中山 登惠 なかやま としえ（算数） 

講 師 (後期課程) 新間 竹彦 しんま たけひこ（数学・理科） Tyler Elliott（英語 ALT） 

 田地 彰  たじ  あきら （美術） 東郷  親 とうごう ちかし（技術・特支技術） 

 関  康子 せき やすこ （家庭） 熊谷 好美 くまがい よしみ（特支家庭） 

 横田 智香子  よこた  ちかこ （特支音楽） 小野川 幸恵 おのがわ ゆきえ（特支美術） 

 橋本 瑛司 はしもと えいじ（体育 TT） 野田 康行 のだ  やすゆき （特支理科） 

 山本 章太 やまもと しょうた（体育 TT） 渡邊 友子 わたなべ ともこ（体育TT・特支体育） 

図書館ｽﾀｯﾌ 

※ナカバヤシ(株) 

苫米地 綾花 とまべち あやか 剱持 由美子 けんもつ ゆみこ 新部 千夏子 にいべ ちかこ 

交通指導員 

※ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 

吉永 恭彬  よしなが  やすあきら 伊藤 久美子 いとう  くみこ 

岩沢 敏江  いわさわ  としえ 大里 春男  おおさと  はるお 

 加藤 勝子  かとう  かつこ 久保 智男  くぼ  ともお 

 森 啓之助 もり  けいのすけ  

施設監理員 

※ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 

松尾 吉三 まつお よしぞう 古屋 幸男  ふるや ゆきお 

石川 一美 いしかわ かずみ 上蓑 美博  うわみの よしひろ 

 秋吉 昭彦 あきよし あきひこ 小野寺 奉武  おのでら ともたけ 

すまいるスクール  寺西 久美子 てらにし くみこ  

 那須 史子  なす ふみこ 

※社会福祉法人恵正福祉会スタッフ リーダー 

山崎 敦子  やまざき あつこ 

 ※社会福祉法人恵正福祉会スタッフ サブリーダー 

給食調理委託 葉隠勇進（株）       チーフ：行徳（ぎょうとく） 

清掃業務委託 （株）オリエントサービス  担当：常田（ときた） 

環境検査委託 日本ビル整備（株）     担当：角田（かくた）・浜脇（はまわき）・宇田川（うだがわ） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✿４～５月の行事予定✿ 
 【４月】 

８日(月) 始業式 
９日(火) 入学式、後期課程始業式(7) 

１０日(水) 給食開始 対面式(5-9)  
１１日(木) 音楽朝会(2-4) 保護者会 眼科検診(7-9) 
１２日(金) 地域訪問① 移動教室説明会(7) 
１７日(月) 聴力検査(2,5)歯科検診(8,9) 
１５日(月) 地域訪問② １年生を迎える会 交通安全教室(1) 
１７日(月) 視力検査(7-9) 聴力検査(7-9) 尿検査(1-9) 
１６日(火)  区学力定着度調査(2-9)地域訪問③ 
１７日(水) 聴力検査(1,3) 
１８日(木) 全国学力調査(6,9) 
１７日(月) 視力検査(4,5) 地域訪問④ 
１９日(金) 専門委員会(5-9) 

歯科検診(5-7) 内科検診(1,3) 
２０日(土) 土曜授業 避難訓練 
２２日(月) 1-4・児童生徒会朝会 個人写真撮影 
１７日(月) 交通安全教室(3,4) 視力検査(3,6) 
２３日(火) 校外学習(3) 視力検査(2) 
１７日(月) 内科検診(2,4,5 組) 耳鼻科検診(7-9) 
２４日(水) 歯科検診(1-4) 内科検診(8,9) 
 
 

２５日(木) にこにこ班遊び 内科検診(5-7) 
クラブ(4-6) 

２６日(金) 心臓検診(1,7,他)離任式(2-9) 
２９日(月) 昭和の日 
３０日(火) 国民の休日 
 
【５月】 
 １日(水) 天皇の即位の日 
 ２日(木) 国民の休日 
 ３日(金) 憲法記念日 
 ４日(土) みどりの日 
 ５日(日) こどもの日 
 ６日(月) 振替休日 
 ７日(火) 眼科検診(1,3,5)校外学習(4) 
 ８日(水) 発育測定(1-6)身体計測(7-9)４時間授業 
 ９日(木) 眼科検診(2,4,6) 
１０日(金) 耳鼻科検診(4-6) 部活動保護者会 

地域訪問(４月１２日・１５日・１６日・１８日) 

１４：００～１６：３０ごろ、みなさんのお住まいの地

域を回ります。（家庭訪問はありません） 

４月の生活目標  

元気よく進んであいさつをしよう！ 
あいさつの徹底 

新たな学年でのスタート、初心を忘れず、相手の目を見て挨

拶することを意識させます。 


