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板橋区立志村第二中学校

校長 山口 敦 №１

「壁を乗り越えるために」 校長 山口 敦

春、桜の花びらが舞う中、令和４年度が始まりまし
た。学校では４月６日の始業式に続き、翌日７日の入
学式には１０８名の新入生を迎え、全校生徒３３９名
でスタートしました。保護者の皆様、お子様のご入学、
ご進級を心よりお祝い申し上げます。
私は、このたび、斉藤 節子前校長の後任として、
上板橋第三中学校から着任しました山口 敦でござい
ます。どうぞよろしくお願いします。
生徒達を見てまず感じたことは、大変落ち着いてい
て、すれ違ったときに皆大きな声で、しかも笑顔で挨
拶をしてくれて、大変清々しい気持ちになったことで
す。
そして、このような生徒たちの健やかな成長に向け
て頑張っていこうと決意を新たにしました。

入学式での校長式辞の一部を以下に掲載します。

君たちは、これまで、一生懸命に目標に向かって努力
を続けているのに、なかなかうまくいかない、順調にい
かない、どこかで壁にぶつかってしまう。こんな経験が
あったのではないでしょうか。
今も、目標に向かって、何かに打ち込んでいる人には
身近な話だと思います。どうしたら「壁」を乗り越えら
れるか。どうしたら、うまくいくのか。
人には欲もあるから、上手くなりたい、強くなりたい、
褒めてもらいたいと思うでしょう。
壁を乗り越えて目標を達成したいと一生懸命に取り組
んでみるが、なかなか壁を乗り越えられないと、辛いし、
苦しい。時には投げ出したくなる気持ちになるでしょう。
壁を乗り越え、目標を達成するためには必要なことは、
一つだけです。
それは「真面目」に取り組むことです。
自分で「考え」、友人と「協力」しながら、決して「諦
めない」ことです。もうダメだと諦めたところから、前
には進みません。
壁を乗り越え目標を達成した時、夢が実現できた時は、
達成感や成就感、喜びなど色々と味わうことができます。
大変爽快です。
そして何より、自分に自信がつき、人として魅力的に
なり、人として器が大きくなります。人は、そうやって
成長します。是非、目標を持って挑戦をしてください。
繰り返します。壁を乗り越え、目標を達成するには、
真面目に取り組むことです。
自分で考え、お互いに思いやり協力し、やり抜くこと
です。

志村第二中学校の校訓は、「まじめ」。
そして、教育目標は、
・自ら考える力
・互いに思いやる心
・共にやり抜く力 です。
まだ、新型コロナウイルスの感
染拡大防止の対応も、引き続き行
いながらの学校生活になると思い
ます。この様な状況の中であって
も、投げやりになることなく、変
更した形で行事が実施されること
になれば、精一杯取り組み、地に
足をつけて、真面目に生活してく
れることを期待しています。頑張
りましょう。

学校が保護者・地域の皆様の信頼を得るのは、子ど
もたちの健全な成長が実感できた時だと思います。板
橋区の未来を担う大切な子どもたちが、たくましく生
き抜く力を身に付けられるよう、全力で教育活動に取
り組んでまいります。
未だ新型コロナウイルス感染症の拡大が報じられ、
先々不透明なことがまだありますが、保護者、地域の
皆様には、今後とも一層のご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

〔入学式〕

〔新入生歓迎会〕



【転出教職員】 お世話になりました

校 長 斉藤 節子 板橋区立桜川中学校 育成支援アドバイザーへ

副 校 長 松本 彰弘 板橋区立加賀中学校 校長へ

主幹教諭 新井 博幸 板橋区立志村第五中学校 副校長へ

主任教諭 高木 裕之 板橋区立加賀中学校 非常勤教員へ

時間講師 松井 亜由美・幡野 謙二 任期満了

生活支援員 岩崎 悠人 任期満了

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 早崎 肇 任期満了

【転入教職員】 ようこそ志村二中へ

校 長 山口 敦 板橋区立上板橋第三中学校 校長 から

副 校 長 高橋 雄一 板橋区立志村第五中学校 主幹教諭 から

主幹教諭 大矢 裕之 練馬区立大泉学園中学校 から

教 諭 山本 美香 新島村立新島中学校 から

教 諭 伊藤 翼 新規採用

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 坂田 博美 板橋区立志村第一中学校 校長 から

時間講師 川上 佳輔（数）・高山 剛一（社） 新規採用

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 桐原 奈津 豊島区立巣鴨北中学校 から

【教職員組織】

校 長 山口 敦 副校長 高橋 雄一

〇教務主任 原 知美 〇生活指導主任 鍋内 優一郎 〇進路指導主任 大矢 裕之

〇７学年主任 関 香 〇８学年主任 標 清栄 〇９学年主任 岡庭 知規 〇日本語学級主任 宮坂 春子

７学年 ８学年 ９学年

組 職 氏 名 教科 組 職 氏 名 教科 組 職 氏 名 教科

１組 主任教諭 関 香 数学 １組 主任教諭 標 清栄 英語 １組 主任教諭 岡庭 知規 国語

２組 主任教諭 森 郁恵 理科 ２組 教 諭 采女 真弥 音楽 ２組 主任教諭 清水 千晶 英語

３組 教 諭 田村 諒介 保体 ３組 教 諭 上野 稔 数学 ３組 主幹教諭 大矢 裕之 技術

副担 教 諭 冨田 俊雄 国語 副担 教 諭 山本 美香 美術 ４組 教 諭 関根 茜 理科

副担 教 諭 須田 朋恵 家庭 副担 教 諭 伊藤 翼 理科 副担 主幹教諭 原 知美 保体

副担 非常勤教員 近藤 浩 英語 副担 非常勤教員 細田 治男 社会 副担 主任教諭 鍋内 優一郎 数学

日本語学級 担任 教諭 宮坂 春子 担任 教諭 柳 あゆ美 副担 教 諭 長尾 知真子 社会

主任養護教諭 松田 千里 育成支援アドバイザー 坂田 博美 栄養士 小林 由実

都事務 佐瀬 美知子 区事務 海老澤 歩 学力向上専門員 木幡 久敬

特 別 支 援 教 室 専 門 員 武田 京子 スクールサポートスタッフ 後藤 起代乃 スクールカウンセラー 桐原 奈津

時間講師 川上 圭輔（数）・高山 剛一（社）・佐藤 凛太郎（体）

図書支援員 野澤 節子

【生徒在籍数】

令和４年４月７日現在

組 男子 女子 計

7-1 17 19 36
7-2 18 18 36
7-3 18 18 36
計 53 55 108
8-1 16 14 30
8-2 16 14 30
8-3 17 14 31
計 49 42 91
9-1 15 20 35
9-2 16 19 35
9-3 15 20 35
9-4 15 20 35
計 61 79 140
合計 163 176 339

新しい標準服
新入生から、標準服が新しくなりました。

【４月の主な予定】

４ 11 月 朝礼／個人写真撮影

月 12 火 身体計測／避難訓練

14 木 専門委員会

16 土 土曜授業／保護者会

18 月 生徒朝礼／安全指導

19 火 ９年全国学力・学習状況調査

21 木 心臓検診

22 金 離任式／尿検査

27 水 眼科検診

28 木 安全点検


