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№ 役　　職 氏　　名 職 所　　属 電話番号 F　A　X

1 会　　長 山谷　安雄 校 長 練馬区立旭丘中学校 03-3957-3135 03-3958-9009

2 副 会 長 松丸　晴美 校 長 練馬区立石神井西中学校 03-3920-1034 03-3929-9057

3 副 会 長 江崎　士郎 校 長 世田谷区立砧南中学校 03-3417-6791 03-3417-6799

4 副 会 長 島田　一宣 校 長 新宿区立落合第二中学校 03-3565-0702 03-3565-0743

5 副会長(全中理事務局長) 花田　英樹 校 長 町田市立町田第一中学校 042-722-2420 042-721-4407

6 現役顧問 宮下　彰 校 長 中野区立第七中学校 03-3389-4171 03-3389-4172

7 現役顧問 立澤　比呂志 校 長 葛飾区立中川中学校 03-3692-4260 03-5698-1748

8 現役顧問(全中理会長) 田中　史人 校 長 八王子市立松木中学校 042-678-2588 042-678-1490

9 監　　査 橋本　剛 校 長 杉並区立高円寺中学校 03-3389-1581 03-3389-8297

10 監　　査 渡部　孝司 校 長 清瀬市立清瀬第四中学校 042-493-6314 042-495-3944

研究部長 江崎　士郎 校 長 世田谷区立砧南中学校 03-3417-6791 03-3417-6799

11 　　副部長 北村　比左嘉 副校長 練馬区立上石神井中学校 03-3920-1126 03-3929-9058

12 　　副部長 秋山　泰代 副校長 世田谷区立八幡中学校 03-3701-2161 03-3701-2164

13 研修部長 薦田　敏 校 長 江戸川区立葛西第二中学校 03-3680-5146 03-3680-5147

14 　　副部長 新井　しのぶ 副校長 足立区立谷中中学校 03-3620-6662 03-3620-6663

15 　　副部長 鶴澤　伸一 副校長 江戸川区立小岩第一中学校 03-3659-7291 03-3659-7292

16 編集部長 遠藤　映悟 校 長 足立区立加賀中学校 03-3857-1121 03-3857-1122

17 　　副部長 小林　輝明 副校長 新宿区立新宿西戸山中学校 03-3227-2110 03-3365-3851

18 　　副部長 益子　文彦 副校長 足立区立第十中学校 03-3887-7891 033887-7893

19 教育課程委員長 斉藤　実 校 長 東久留米市立久留米中学校 042-471-0030 042-472-7994

20 　　副委員長 山中　正明 副校長 大田区立大森第三中学校 03-3773-3995 03-3773-3996

21 　　副委員長 奥村　宏 副校長 豊島区立千登世橋中学校 03-3987-6285 03-5950-4680

22 学習指導委員長 大熊  一正 校 長 八王子市立宮上中学校 042-676-5571 042-677-0205

23 　　副委員長 木名瀬　伸博 副校長 新宿区立新宿中学校 03-3357-6191 03-3357-6195

24 　　副委員長 大川　博 副校長 町田市立町田第二中学校 042-722-1101 042-721-4399

25 観察実験委員長 橋本　孝 校 長 江戸川区立小岩第二中学校 03-3657-1916 03-3657-1888

26 　　副委員長 水谷　智子 副校長 江戸川区立南葛西中学校 03-3675-0317 03-3675-0607

27 　　副委員長 鈴木　啓太 副校長 町田市立小山田中学校 042-797-4545 042-797-2342

28 環境教育委員長 岩崎　守也 校 長 八王子市立南大沢中学校 042-676-5211 042-677-0198

29 　　副委員長 遠藤　淳 校 長 府中市立府中第六中学校 042-361-7146 042-334-0896

30 　　副委員長 大澤　秀吉 副校長 青梅市立第三中学校 0428-31-7286 0428-32-7074

31 学習評価委員長 安井　実 校 長 練馬区立光が丘第二中学校 03-3976-9202 03-5383-3608

32 　　副委員長 牧野　順子 副校長 品川区立荏原第六中学校 03-3781-7776 03-3781-4315

33 　　副委員長 長濱　裕也 副校長 板橋区立西台中学校 03-3934-4501 03-3937-4651

34 事務局長 山口　晃弘 校 長 品川区立小中一貫校八潮学園 03-3799-1641 03-3799-1643

事務局次長 大熊  一正 校 長 八王子市立宮上中学校 042-676-5571 042-677-0205

事務局次長 薦田　敏 校 長 江戸川区立葛西第二中学校 03-3680-5146 03-3680-5147

事務局次長 遠藤　映悟 校 長 足立区立加賀中学校 03-3857-1121 03-3857-1122

事務局員 牧野　順子 副校長 品川区立荏原第六中学校 03-3781-7776 03-3781-4315

事務局員 長濱　裕也 副校長 板橋区立西台中学校 03-3934-4501 03-3937-4651

事務局員 小林　輝明 副校長 新宿区立新宿西戸山中学校 03-3227-2110 03-3365-3851

35 事務局員 上村　礼子 主幹教諭 都立小石川中等教育学校 03-3946-5171 03-3946-5172

36 事務局員 山口　毅 主幹教諭 杉並区立高井戸中学校 03-3302-1762 03-3302-6873
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