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令和３年度   

茗台中学校のスタートで

す。 
昭和３５年に東京都文京区立第十二中学校として設

置されて以来、昨年の令和２年度において開校六十周

年を迎え、コロナ禍でありながら文京区長 成澤廣修様にご臨席を賜り、式典を

行うことができました。令和３年度は、茗台中学校の「新たなスタート」とし

て、これまでの先輩方が築き上げてきた伝統である「知の茗台」「文武両道の茗

台」を引き継ぎ、「心でつながる地域の茗台」として、さらに大きく発展できるよ

う、生徒、教職員、そして地域の方々と作り上げていきたいと思います。 

令和３年度からは、中学校においても「新学習指導要領」に基づき、「社会に開

かれた教育課程」が期待されています。新型コロナウイルス感染拡大を受けて、

様々な制限がある中、感染予防対策等を十分に行い、工夫しながら教育活動を進

めてまいります。今後とも保護者の皆さまの御理解、御協力をよろしくお願いし

ます。 

 今年度は、1 学期始業式を感染予防対策等として校長室からの映像配信で行いま

した。生徒はそれぞれが進級した学年の新しい教室において、映像を見ながら始

業式に参加する方式をとりました。校長から令和 3 年度に向けて、「みんなのわく

わくを実現する学校」を引き続き目指していくこと、新学習指導要領に基づき生

徒に身に付けて欲しい「資質・能力」について等の話をし、学校の全ての教育活

動を通して、取り組んでいくことを伝えました。 

始業式を終えて茗台中学校名物の担任、副担任発表になると、生徒は胸をわく

わくさせながら発表を聞いている生徒たちの姿がありました。新しく茗台中学校

にいらした先生方も紹介し、いよいよ令和 3 年度の茗台中学校がスタートしまし

た。 

みんなのわくわくを実現する学校を目指して 

４月号 

令和３年４月１０日発行 

文京区立茗台中学校長 杉浦 芳則 

 

文京区立茗台中学校 

 



 

■電話 03-3811-2969   ■FAX 03-5689-4559 

入学、進級は生徒にとって大きな節目となり

ます。また、中学校３年間は子供が大きく成長

する大切な時期です。私たち教職員は、この３

年間をよりよい成長につながるよう使命感、情

熱をもって力を尽くしていきます。 

〔茗台中学校の教育目標〕は、 

  ○自ら考え、学習に励む人   

○思いやりと自主自立の心をもつ人  

○心も体もたくましく、進んで行動できる人 

「みんなのわくわくを実現する学校」（生徒、教職員、保護者、地域が一体とな

った「チーム茗台」）をスローガンに、安心安全な環境で生徒が中心となって取り

組み、互いに笑顔や声かけを進んで行いながら、協力し合い成長していく学校を

目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の異動  
 
【  退  職  】     
主任教諭  髙橋  惠美子    (特支 )  
主任教諭  小関  容子   (特支)  
非常勤教員  井上  弘子     (社会 ) 

都講師へ  
非常勤教員  星野  孝雄     (経営 ) 

明星大学  特任教授へ  
臨時的任用  加藤  飛翔     (社会 ) 
教員     文京区立本郷台中学校へ  
特別支援教育  橋本  尭博     (社会 ) 
担当指導員   新宿区立牛込第三中学校へ  
 
【  転  出  】     
主幹教諭山内  卓司     (保体)  

文京区立本郷台中学校 (副校長昇任 )へ  

主幹教諭阿部  暁     (音楽)  
利島村立利島小中学校 (副校長昇任 )へ  

主任教諭  合田  あゆみ   (国語)  
三鷹市立第五中学校へ  

主任養護  松崎  敬子     (養護 )  
練馬区立石神井中学校へ  

教諭  西尾  洋士     (英語 ) 
北区立滝野川紅葉中学校へ  

教諭  攝待  尚子     (特支 ) 
文京区立文林中学校ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾙｰﾑへ  

教諭  関谷  慶太郎    (特支 ) 
文京区立文林中学校ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾙｰﾑへ  

用務  渡部  正子  
 文京区立根津幼稚園へ  
 
【  転  入  】     
主幹教諭  宮原  洋一郎  (保体)  

江戸川区立瑞江第三中学校より  
主任教諭  伊賀  純子  (国語) 

荒川区立第四中学校より  
主任教諭  橘  智子   (数学)  

自校昇任  
主任教諭  今野  厚子  (音楽)  

江東区立有明中学校より  
主任教諭  村上  祐輝   特支 (情)  

自校昇任  
主任教諭  小関  容子   特支 (情)  
(ﾌﾙﾀｲﾑ再任用 )自校より  
主任養護  李  愛美     (養護) 
 三宅村立三宅中学校より  
教諭  荒井  翔子  (英語)  

足立区立谷中中学校より  

令和３年度 教職員(学年・教科担当等) 
 
校   長  杉浦  芳則  
副  校  長  佐々木昭央  
教  務  主  任       橘  智子  （主任教諭）  
生活指導主任      宮原洋一郎（主幹教諭）  
進路指導主任      北坂  茂樹（主幹教諭）  
保  健  主  任       李  愛美  （主任養護教諭）  
研  究  主  任       君島  弘基  
給  食  主  任       友利  サイナ  
道徳教育推進主任  髙林  陽介  
１年  学  年  主  任  伊賀  純子  
２年  学  年  主  任  髙林  陽介  
３年  学  年  主  任  北坂  茂樹（主幹教諭）  
特別支援学級主任  小関  容子（主任教諭）  
司書教諭      布施  菜々子  
１年１組（担任）  伊賀  純子  

（学年主任  国語科  学習進路部） 
１年２組（担任）  伊藤  雅彦  

（理科  生活指導部）  
１年３組（担任）  宮原  洋一郎（主幹教諭）  

（保健体育科  生活指導主任）  
    （副担）  橘  智子（主任教諭）  

（数学科  教務主任）  
    （副担）  友利  サイナ  

（英語科  学習進路部）  
    （所属）  黒澤  衛  

（英語科  経営支援）  
 

２年１組（担任）  君島  弘基  
（社会科  学習進路部）  

２年２組（担任）  今野  厚子（主任教諭）  
（音楽科  学習進路部）  

２年３組（担任）  髙林  陽介  
（学年主任  数学科  生活指導部） 

    （副担）  池田  千尋（主任教諭）  
（国語科  教務部）  

    （副担）  荒井  翔子（英語科  生活指導部） 
（副担）  布施  菜々子（理科  教務部）  

     
３年１組（担任）  北坂  茂樹（主幹教諭）  

（学年主任  英語科  学習進路部） 
３年２組（担任）  西戸  憲太郎  

（保健体育科  生活指導部） 
３年３組（担任）  石鍋  慶文（数学科  教務部）  
    （副担）  長塚  佐知子  

（社会科  生活指導部） 
    （副担）  神  岬   （技術科  教務部）  
    （副担） 李  愛美（主任養護教諭  生活指導部） 
    （所属）  鯨井  靖子（美術科  経営支援）  
 
４組        小関  容子（社会科  主任教諭）  
         村上  祐輝（理科   主任教諭）  
交流及び共同学習  関根  恵美子  
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