
平成20年４月３日、快晴。満開の 

桜のなか、和田中の入学式が行われま 
した。新入生のみなさんと同様に、私 
にとっても忘れることのできない素敵 
な一日になりました。 

今、中学生のみなさんは、大人の世 
界の入り口に立っています。いずれ、 
社会に“貢献”し“自立”して生きて 
いかなくてはなりません。ですから、 
今から少しずつ10年後の未来のために 
準備をしていって欲しいと思っていま 
す。 

実は「社会に出て働く」ということはみなさんの想像以上 

におもしろくてエキサイティングなことです。そしてまた、社 
会でキラキラと輝いている人には共通していることがあります。 
それは、夢と目標をもっている、今日ベストを尽くす、あいさ 
つをする、ということです。みなさんも、是非この３つのこと 
を普段から心がけてください。 

最後に、私の夢と目標は『和田中学校を、杉並区で一番、世 
界で一番、キラキラと輝く学校にする』ことです。そのために 
毎日ベストを尽くします。そして、元気な和田中生に負けない 
ように、あいさつをしたいと思います。 

生徒のみなさん、保護者のみなさん、地域のみなさん。みん 
なで力をあわせて素敵な和田中学校を創っていきましょう。 

一、夢と目標をもつこと 
一、今日ベストを尽くすこと 
一、あいさつをすること 

キラキラと輝くために、 

新しい校長の代田昭久です。 

よろしくお願いします！ 

しろたあきひさ 
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10年後の未来のために 
和田中校長 代田昭久 

よろしくお願いします！ 

平 成 ２ ０ 年 ６ 月 １ ３ 日 
杉 並 区 和 田 中 学 校 

校 長 代田 昭久 
副校長 末吉 雄二 

杉田 治 
電話03‐3383‐2428



校長 代田 昭久 民間企業 
教諭 芳賀 逸子 （英語） 台東区立柏葉中学校より 
教諭 三浦 敦子 （国語） 産休育休より復帰 
区事務 稲川 富士子 杉並区立東原中学校より 
区用務 大高 豊 杉並区立富士見丘小学校より 
講師 木﨑まりこ （保体） 
講師 原 正昭 （技術） 
都カウンセラー 高橋 綾 足立区立淵江中学校より 

■第１学年■ 
担 任 Ａ組 野中 明 （保 体） 

Ｂ組 山﨑 弓子 （保 体） 
Ｃ組 大川 照美 （英 語） 

副担任 稲田 睦子 （国 語） 
全クラスを 多賀 祐介 （数 学） 
3人で担当 田中 奈々 （英 語） 

１月より復帰 

■第２学年■ 
担 任 Ａ組 杉浦 元一 （社 会） 

Ｂ組 芳賀 逸子 （英 語） 
Ｃ組 金子 孝行 （数 学） 
Ｄ組 遠藤 義幸 （国 語） 

副担任 AB組 青木久美子 （理 科） 
CD組 花田佐和子 （英 語） 

学年全クラス 木藤 晶美 （養 護） 
内田 章子 （英 語） 

■第３学年■ 
担 任 Ａ組 中井 康二 （理 科） 

Ｂ組 稲 満美 （音 楽） 
Ｃ組 倉田千恵美 （英 語） 
Ｄ組 中村 正雄 （社 会） 

副担任 ＢＣ組 神尾 欣吾 （数 学） 
ＡＤ組 三浦 敦子 （国 語） 

野辺 亮子 （英 語） 

校長 藤原 和博 ご退職 
教諭 伊藤 一博 （国語）杉並区立杉森中学校へ 
補教 村瀬 弥生 （数学）東久留米市立下里中学校へ 
講師 金澤 弓子 （理科）杉並区立大宮中学校へ 
講師 吉崎百合子 （家庭）ご退職 
都カウンセラー 国分 牧子 府中市立府中第一中学校 
区嘱託 阿部 寿美 ご退職 

＜ 病気休職 ＞ 教諭 田中 奈々（英語） 

平成２０年度 本校スタッフ 

スクールカウンセラー 高橋 綾 
都・事務主事 富田 えつ子 
都・栄養士 飯島 俊子 
区・事務 稲川 富士子 
用務主事 西川 富士子 
用務主事 大高 豊 
警備 宇田川 信之助 
警備 林 悦夫 
警備 三瓶 学 
警備 山本 正和 
警備 平野 昭次 

■講師■ 
宮本 千鶴 （美術） 
大関 清隆 （技術） 
原 正昭 （技術） 
岡崎 和子 （家庭） 
長谷川 大祐（体育） 
木﨑 まりこ（体育） 
廣畑 朝子 （美術） 

■地域本部■ 
事務局長 清水 たかみ 
図書館監修 赤木 かん子 
図書司書 武田 佳子 
ドテラ実行委員長 高木 弘子 
ドテラ教務主任 磯辺 真里子 

校 長 代 田 昭 久 
副校長 末 吉 雄 二・杉 田 治 

ようこそ和田中へ！ 
よろしくお願いします。 

お世話になりました。 
ありがとうございました！ 

＜転入された先生方＞ 

＜ 転出・退職された先生方＞
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