
 

 

 

 
 

６４回目の開校記念日 
校長 関屋 裕之 

５月１日は、桜川中学校の開校記念日です。昭和３１年に開校し、今年で６４周年を迎えま
した。開校しても、まだ校舎はなく、上板橋第四小学校の一部を借りて授業を行っていました。
９月にようやく校舎ができ、体育館ができたのは開校して６年後でした。地域の方々の並々な
らぬ熱意と援助により施設や設備が整えられました。 
石神井川の支流である田柄川（現在はこの上が緑道となっています）が流れ、その川のほと

りに桜の木が多く植えられていました。多くの桜に囲まれた学校ということで、“桜川”中学
校という名前が付けられました。その後、地名も桜川に変わったそうです。 
校章のデザインは、花びらは桜を、おしべは川をあらわし、桜と川につつまれた中学校を意

味しています。桜は「清廉潔白（せいれん-けっぱく）」をあらわすことから、本校に学ぶ生徒
の未来を象徴しています。 
それから６４年。生徒の皆さんは開校した当時の人たちの思いに応えているでしょうか。 

「清廉潔白」とは、「心が清くて私欲がなく、後ろ暗いことのまったくないさま。」という意
味です。１年に一度、この機会に自分の生活を振り返ってみてください。そして、その思いに
応えられるように、これからの人生を歩んでください。さらに、忘れてはならないのは、６４
年間、保護者や地域の皆様に支えていただいてきたということです。ここで、今年度のコミュ
ニティ・スクール委員会のメンバーを紹介させていただきます。 

 
 
 
 

 
例年であれば、この時期はＧＷも終わり、部活動の春の大会、中間考査などが行われていま

す。しかし、今年は新型コロナウイルスの影響で、８・９年生は一日だけ登校し放送による始
業式、７年生はまだ一日も教室に入っていません。しかし、学校は必ず再開されます。その日
に備えて、規則正しい生活、そして学習課題をはじめいまやれることを確実にやっておいてく
ださい。人間は歴史上いろいろな困難・苦境に打ち克ってきました。今回も必ず乗り越えられ
ると信じています。「明けない夜はない！ やまない雨はない！」 
学校再開後しばらくは、各クラス出席番号奇数・偶数で分け１日おきの分散登校になります。

給食は再開３日目より実施し、午前４時間授業で下校の予定です。今後の対応につきましては、
ホームページや緊急連絡メール（登録を確実にお願いします）でお知らせいたします。 
保護者・地域の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 
 

コミュニティ・スクール委員会        （敬称略） 

 氏名 所属 

地域委員 

石川 隆彦 町会長 

木下 政雄 同窓会長 

神田  哲 ＰＴＡ会長 

飯島のり子 地域本部コーディネーター 

荒川 紘子 学校支援ボランティア代表者 

木村 友美 主任児童委員 

高橋 広行 民生・児童委員 

服部 京香 青少年委員 

須田みどり ＰＴＡ副会長 

行政委員 
荻久保剛正 桜川小学校長 

伊藤 誠一 桜川地域センター所長 

学びのエリア「桜川学園」(桜川小･桜川中) 

桜川中だより 
 

令和２年５月１１日 
 

板橋区立桜川中学校 
学校だより第２号   

◆桜川中学校ホームページ ぜひご覧ください。 http://www.ita.ed.jp/edu/sakujh/index.html 

4/28 北校舎と南校舎の間に 
虹がかかっていました。 

http://www.ita.ed.jp/edu/sakujh/index.html


 

№ 職名 氏名 よみがな 教科 部活動

1 校長 関屋　裕之 せきや　ひろゆき 社会 経営 男子 女子 計

2 副校長 川畑　秀成 かわばた　ひでなり 国語 経営 160 195 355

3 ★ Ａ組担任 主幹教諭 有田　宏之 ありた　ひろゆき 英語 ★ 進路 剣道、ＥＳＳ 14 16 30

4 Ｂ組担任 教諭 山田　泰志 やまだ　たいし 保健体育 生活 男子バスケ、野球 12 17 29

5 Ｃ組担任 主幹教諭 諏訪　佳人 すわ　よしひと 理科 ★ 教務 剣道 13 17 30

6 Ｄ組担任 教諭 榊　賢一朗 さかき　けんいちろう 数学 教務 演劇 13 17 30

7 全組副担任 教諭 静野亜希子 しずの　あきこ 美術 進路 美術 52 67 119

8 全組副担任 教諭 伊藤真理絵 いとう　まりえ 音楽 進路 吹奏楽

9 ★ Ａ組担任 主幹教諭 野田健太郎 のだ　けんたろう 保健体育 生活 野球、女子バスケ 18 21 39

10 Ｂ組担任 教諭 豊田久美子 とよだ　くみこ 数学 進路 ソフトテニス 18 21 39

11 Ｃ組担任 主任教諭 長山　　靖 ながやま　やすし 数学 教務 サッカー 19 20 39

12 全組副担任 主任教諭 川畑　　薫 かわはた　かおる 国語 生活 パソコン 55 62 117

13 全組副担任 教諭 嵐　　道子 あらし　みちこ 英語 進路 女子バスケ、ＥＳＳ

14 全組副担任 非常勤教員 西　　理明 にし　まさあき 理科 教務 ボランティア

15 ８年付
学力向上

推進委員
浅香　　匠 あさか　たくみ 保健体育 剣道

16 Ａ組担任 教諭 原田　太陽 はらた　たいよう 理科 教務 演劇 18 22 40

17 Ｂ組担任 主任教諭 望月　結子 もちづき　ゆうこ 英語 生活 ＥＳＳ 18 22 40

18 Ｃ組担任 主任教諭 福田　　光 ふくだ　ひかる 国語 生活 サッカー 17 22 39

19 ★ 全組副担任 主幹教諭 中村　浩輔 なかむら　こうすけ 社会 ★ 生活 バドミントン、ボランティア、吹奏楽 53 66 119

20 全組副担任 教諭 田中　邦和 たなか　くにかず 技術 進路 パソコン

21 全組副担任 教諭 遠山　倫代 とおやま　みちよ 音楽 生活 吹奏楽

22 全組副担任 主任養護教諭 桑田　優子 くわた　ゆうこ 養護 生活 ボランティア、バドミントン

23 ９年付
学力向上

推進委員
下ノ村優太 しものむら　ゆうた 保健体育 バドミントン

24 ★ ９年付 教諭 木部　初紀 きべ　はつき 国語 生活 パソコン

25 ７年付 教諭 須田　美帆 すだ　みほ 理科 進路 美術

26 ８年付 教諭 片石　健太 かたいし　けんた 保健体育 教務 ソフトテニス、男子バスケ

27
特別支援教室

専門員
中目　純子 なかのめ　じゅんこ

28 巡回相談心理士 織田　孝裕 おだ　たかひろ

29 講師 中西由香理 なかにし　ゆかり 国語

30 講師 岡田　秀一 おかだ　ひでかず 社会 ソフトテニス

31 講師 小野　真人 おの　まひと 数学

32 講師 田中　秋彦 たなか　あきひこ 保健体育 サッカー

33 講師 藤野　里美 ふじの　さとみ 家庭

34 講師 清水かおり しみず　かおり 家庭

35 講師 伴　婦佐子 ばん　ふさこ 英語

36 ＡＬＴ テリー中村 てりー　なかむら 英語

37 栄養士 後藤　菜月 ごとう　なつき 吹奏楽

38 事務主任 中村　泰子 なかむら　やすこ

39 事務主任 宮内　恭子 みやうち　やすこ

40 技能主任 井上　　淳 いのうえ　あつし

41
スクール

カウンセラー
石井　裕美 いしい　ひろみ

42
スクール

カウンセラー
保田　麻由 ほだ　まゆ

43 図書館司書 川越さおり かわごえ　さおり
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