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平成30年度 学校運営組織と校務分掌 2018.3.23.
※◇部会Ⅰ（研究推進・生活指導・心学習・体育的行事・８０周年対策） ◆部会Ⅱ（教務・情報センター・教育実習・日本語 S・ＰＴＡ・進路卒業対策）

学校長 副校長 主 幹 ◇研究推進委員会 ◎上田 ○関根 石毛 内村 杉本 今村
鎌田 細井 中村

生活指導 ・生活指導全体・校内生活 吉原
○吉原 ・校外安全マナー指導・ﾌﾞﾛｯｸ 土屋

学校評議員会 ・引渡訓練 神保
児島邦宏 手塚昭 町会長 ・避難訓練 神保
小嶋豊彦 酒井繁典 ◇生活指導部 ・清掃活動・校内美化 山下
大野晏且 ・生活目標掲示 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・保護者用作成 矢藤
＜校長 副校長 主幹＞ ◎吉原 ・校内整備・施設安全点検 清水

・給食指導 鳴瀬
・いじめ防止対策・特別支援対策 吉原・倉澤

部会Ⅰ ・教育相談・学校保健 ○倉澤・吉原
安全衛生委員会 職 員 会 議
アレルギー対応
校長 副校長 主幹 教 員 会 教科等研究部 ・国 語 ○上田・土屋・山下・清水・今村
倉澤 鳴瀬 山口(校医) ・社 会 ○関根・後藤・中村

・算 数 ○神保・田代・宮澤・猪狩
・理 科 ○大出・吉原・内村

学校保健委員会 ・音 楽 ○角町・垣浪
校長 副校長 主幹 企画委員会 ・図 工 ○水戸野
倉澤 鳴瀬 山口(校医) 校長 ・体 育 ○小林・堀口・角張・倉澤
阿久津(薬剤師) 副校長 ・家 庭 ○（佐藤麻）

主幹 ・心(道徳) ○杉本
学年部主任 ・英 語 ○石毛・早川・久保

特別支援委員会 教育課程部 ・菊の子(総合・生活) ○大澤・中村
いじめ防止対策 主幹
校長 副校長 主幹
吉原(生活指導) 倉澤(保健) ◇心の学習部 ・全体計画 大出
当該学年担任 ◎大出 ・生活団活動 早川⑥・（杉本⑤）

・委員会活動・きくまつり実施案 堀口⑥・（山下）
・クラブ活動 水戸野
・菊作り 宮澤・後藤

学年部 Ｋ Ｕ Ｆ ・畑作り 大澤・猪狩
１年部 ○宮澤 清水 ◎関根 倉澤 ・和楽会 大出
２年部 今村 ◎後藤 ○神保 鳴瀬 ・全校遠足計画 垣浪
３年部 ◎上田 ○内村 猪狩 垣浪
４年部 角張 ○土屋 ◎大出 石毛
５年部 ◎田代 山下 杉本 水戸野 ◇体育的行事部 ◎小林 運動会・富浦臨海・水泳指導 等 小林 角張（堀口）
６年部 早川 ◎吉原 ○堀口 角町
国際部 矢藤３ 大澤４ 小林５ ○久保６

◆教務部 ・教育課程・時程・時間割・学籍 主幹
＜◎学年主任 ○副主任＞ ◎主幹 ・学校評価・QU診断 主幹

・緊急連絡配信システム 主幹
◆国際学級部会 ・時数管理・計算 上田

部 ・校務 SYS ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・生活団ｺﾒﾝﾄ 宮澤
日本語教育 ○久保 小林 大澤 矢藤 会 ・名簿（クラス・ブロック・生活団・委員会・クラブ） 石毛

Ⅱ ・PTA会員名簿作成 表
・学校ホームページ 杉本・猪狩

◆ＰＴＡ ・学校メールチェック 主幹 （※久保）
・学校通信 今村・清水

書 記 倉 澤 校外生活 ・補教 垣浪・石毛
土 屋 ・教科書 垣浪 ＜事務＞

会 員 環境整備 ・学力調査 主幹
神 保

会計補佐 広 報
角 町 ◆教育実習部 ・実習生指導，実習ｶﾘｷｭﾗﾑ 田代・関根・角張・水戸野

教育助成 ◎田代 ・HATO PJ映像作成 ※情報センターとコラボ

☆特設委員会 ◆情報センター部 ・ICT活用推進計画 内村
◎内村 ・サーバー管理・校務 ICT推進 内村・大出

入学式 ○主幹 大出（心主任） ・ICT機器管理・整備（機器・放送） 内村・大出
関根 宮澤 清水（１年主任） ・情報教育推進 情報ｶﾘｷｭﾗﾑ 後藤

・図書文献・学校図書・図書だより 山下（司書：富澤）
卒業式 ○主幹 関根（心主任） ・校内教育環境・校内掲示 大出

吉原 堀口 早川 久保（6 年主任）

連絡進学 ○副校長 主幹 田代（５年主任） ◆進路指導・卒業対策部 ◎吉原（６年部） 吉原 堀口 早川
（進路指導） 吉原 堀口 早川 久保（６年担任）

国際学級児童 ○副校長 主幹 関係学年主任 渉 外
交流検討 久保 小林 大澤 矢藤（国際学級担当） ・全附連・関附連 副校長 ・附属研究推進委員 上田（研推委員長）

・教育大学協会 副校長 ・教育養成実地指導講師 田代（実習担当）
音楽会・展覧会 ○主幹 音楽会（音楽部） 展覧会（図工部） ・練馬区教育会 副校長・主幹 ・図書館・司書連絡 山下

・学大同窓会 主幹 ・スクールライフ委員会 主幹
80 周年記念対策 ○主幹 （副校長） ・菊泉会 副校長・主幹 ・特別支援コーディネータ 吉原
◇ 久保 田代 → 全員へ分担あり ・泉友会 副校長 ・制服・ランドセル等渉外 主幹

・ドクター名簿 副校長・主幹
HATO PJ → 教育実習担当と情報センター ・IB候補校申請 ＜副校長・石毛＞
※ 映像作成 との連携で 田代 宮澤

・庶務 庶務厚生・文書・調査記録 佐藤
事務部 ・経理 給与 佐藤 運営費 副校長
◎佐藤 予算経理 横山 給食費 鳴瀬

・管理 備品・消耗品 横山 その他 主幹
佐藤 営繕・施設 佐藤


