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Ladies and gentlemen, the 2017 school year has started!
I hope the tenth graders will soon get accustomed to school lives and enjoy studying academic subjects as well as school
events and other extracurricular activities. The eleventh graders will play important roles in curricular and
extracurricular activities helping the 72nd freshmen. I do hope they will be good Sempai. For the twelfth graders, the time
has come to work very hard toward next spring entrance examinations. They may at times feel in low spirits. However, we
will try to do all whatever we can to help them with realizing their dreams.
Principal

Improving school facilities so as to provide better educational environment!

Replaced the ramp

Repaired the heating and
air-conditioning system

Cleaned the drainage of
the school ground

Replaced 32 gymnasium lamps

Painted the bottom
Provided 22 cool air blowers
surface of the swimming for the classrooms
pool

Replaced the nets of the
tennis court

Set partitioning plates on the
desks in the main study room

We continue making efforts in order to improve the school facilities for our students. Please feel free to give us whatever
good suggestions you have at any time.

Personnel Transfer
moving out

moving in

fields

title of position

identity

the place he/she's gone

fields

title of position

1

mathematics

senior teacher

Henmi, Yukiko

Mus as hi Junior /S enior H. S .

1

mathematics

associate senior teacher

2

P.E.

associate senior teacher

Isami, Masataka

Arakawa Technical H. S.

2

P.E.

teacher

3

English

associate senior teacher

retired

3

Japanese

Part-time teac her

part-time teacher

Oba, Tomohiko
Sato, Kazuo

4

Japanese

retired

4

mathematics

teacher

5

school office

head of office

Okiyama, Takatomo

retired

5

English

teacher

6

school office

clerk

S hakujii S pecial S uppor t S .

6

Japanese

7

school office

clerk

Suzuki, Kanako
Otsu, Miyuki

resigned

7

For further information, please check our website!
http://www.aoyama-h.metro.tokyo.jp/

identity

the place he/she's from

Ishii, Hiroshi
Sato, Kenji
Hama, Morio

Toyotama H. S.
Fuchu Technical H. S.

Bunkyo H. S.

Yagisawa, Kenmitsu temporarily hired

teacher

Kajino, Noriko
Nitta, Shin-ya

Kurume-nishi H. S.

mathematics

teacher

Sakamoto, Shiho

Musashino-kita H. S.

8

school office

head of office

Ohara, Keiichi

O s hi m a K ai y o I nternati onal H. S .

9

school office

chief clerk

Kanesawa, Mitsuo

Arakawa Technical H. S.

10

school office

clerk

Okuda, Yuri

newly hired

temporarily hired
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平成 29 年度が始まりました。
新入生には、早く学校生活に慣れ、授業で学ぶ喜びを、学校行事や課外活動と共に味わってほしいと
思います。2 年生は、72 期生を導きつつ、課外を含めて、学校での活動の中心的役割を担っていくことで
しょう。よき先輩になってもらいたいと強く願います。3 年生にとっては、来春の入学試験に向けて懸命に学
習するときがやってきました。ときには気の滅入ることもあるかもしれません。私たち教職員は、お子さんの夢
の実現の手助けができるよう、できることはどのようなことでもすべて行って参ります。

よりよい教育環境を提供するために学校設備を改善！

体育館棟出入り口踏み台
金属製に交換

冷暖房装置の制御盤を
改修

グラウンド側溝清掃

プール底面再塗装

体育館の照明 32 器、電源装置
新品に交換

テニスコート防砂ネット
新品に交換

普通教室用冷風機 22 機
自習室机上パネル設置
導入
今後も生徒のために学校設備の改善を図る努力を続けて参ります。お気付きのことがありましたら、どのようなこ
とでも、いつでもご遠慮なくご提案ください。

教職員転出入

転出等
職名
氏名

教科等
数学 主幹教諭

1
2 保健体育 主任教諭
3 英語 主任教諭
4 国語 非常勤教員
5 経営企画室 経営企画室長
6 経営企画室 主事
7 経営企画室 主事

逸見

由紀子

転入等
職名
氏名

異動
武蔵高校・同附属中学校

諫見

雅隆 荒川工業高校

大場

智彦

佐藤

和夫

沖山

隆朝

退職
退職
退職

鈴木

加奈子

石神井特別支援学校

大津

美由紀

退職

詳しくは学校ホームページをご覧ください。
http://www.aoyama-h.metro.tokyo.jp/
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3
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5
6
7
8
9
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教科等
備考
数学 主任教諭 石井 啓 豊多摩高校
保健体育 教諭 佐藤 賢司 府中工業高校
国語 非常勤教員 濱 守男 文京高校
数学
教諭 八木澤 健光 臨時的任用
英語
教諭 梶野 典子 臨時的任用
国語
教諭 新田 晋也 久留米西高校
数学
教諭 坂本 志穂 武蔵野北高校
経営企画室 経営企画室長 大原
経営企画室
経営企画室

主任
主事

啓一

大島海洋国際高校

金沢

三男 荒川工業高校

奥田

有理

新規採用

