
H24.5.21
№ 役　　職 氏　　名 職 所　　　属 電話番号 F　A　X

1 会　　長 立　澤　比呂志 校　長 葛飾区立双葉中学校 03-3602-2144 03-3838-5769

2 副 会 長 前　田　辰　雄 校　長 国立市立国立第三中学校 042-576-3638 042-576-3639

3 副 会 長 室  賀　  　薫 校　長 練馬区立光が丘第三中学校 03-3977-3521 03-5383-3609

4 副 会 長 宇田川　　　功 校　長 江戸川区立松江第一中学校 03-3652-0197 03-3652-0197

5 副 会 長 並　木　　　正 校　長 足立区立東綾瀬中学校 03-3605-6565 03-3605-6566

6 副 会 長 松　丸　晴　美 校　長 練馬区立開進第四中学校 03-3993-1482 03-5984-3277

7 副会長(全中理事務局長) 田　中　史　人 校　長 八王子市立元八王子中学校 042-624-3201 042-627-9544

8 現役顧問 宮　下　　　彰 校　長 中野区立第七中学校 03-3389-4171 03-3389-4172

9 現役顧問 高　畠　勇　二 校　長 練馬区立開進第一中学校 03-3993-2419 03-5984-2629

10 監　　査 山　田　悟　志 校　長 世田谷区立桜木中学校 03-3427-8488 03-3420-0763

11 監　　査 藤　井　幸　夫 校　長 府中市立府中第九中学校 042-367-0320 042-334-0898

研究部長 宇田川　　　功 校　長 江戸川区立松江第一中学校 03-3652-0197 03-3652-0197

12 　　副部長 江　崎　士　郎 副校長 世田谷区立弦巻中学校 03-3428-8381 03-3428-8537

13 　　副部長 岡　野　富　行 副校長 葛飾区立四ツ木中学校 03-3693-4644 03-5698-1751

研修部長 松　丸　晴　美 校　長 練馬区立開進第四中学校 03-3993-1482 03-5984-3277

14 　　副部長 遠　藤　映　悟 副校長 足立区立第十三中学校 03-3605-4711 03-3605-8119

15 　　副部長 薦　田　　　敏 副校長 杉並区立西宮中学校 03-3333-8828 03-3247-8935

16 　　副部長 齋　藤　　　実 副校長 練馬区立光が丘第一中学校 03-3976-5871 03-5383-3598

17 編集部長 前　田　光　男 校　長 練馬区立谷原中学校 03-3995-8036 03-3997-5472

18 　　副部長 山　口　晃　弘 副校長 品川区立小中一貫校豊葉の杜学園 03-3782-2930 03-3782-1497

19 　　副部長 亀　山　順　子 副校長 杉並区立高円寺中学校 03-3389-1581 03-3389-8297

教育課程委員長 並　木　　　正 校　長 足立区立東綾瀬中学校 03-3605-6565 03-3605-6566

20 　　副委員長 山　中　正　明 副校長 大田区立大森第六中学校 03-3726-7155 03-3726-7157

21 　　副委員長 奥　村　　　宏 副校長 港区立朝日中学校 03-3441-5361 03-3441-0761

22 学習指導委員長 田　尻　隆　文 校　長 葛飾区立青葉中学校 03-3602-9591 03-3838-5765

23 　　副委員長 飯牟禮　俊　紀 副校長 葛飾区立堀切中学校 03-3693-0206 03-5698-1749

24 　　副委員長 清　水　洋　一 副校長 葛飾区立大道中学校 03-3693-3350 03-5698-1746

25 観察実験委員長 花　田　英　樹 校　長 町田市立鶴川中学校 042-735-2405 042-735-2401

26 　　副委員長 小　林　輝　明 副校長 足立区立竹の塚中学校 03-3883-1251 03-3883-1252

27 　　副委員長 鈴　木　啓　太 副校長 町田市立南中学校 042-796-2248 042-795-8764

28 環境教育委員長 清　水　和　彦 校　長 八王子市立陵南中学校 042-665-4711 042-667-5407

29 　　副委員長 岩　崎　守　也 副校長 府中市立府中第三中学校 042-361-9303 042-334-0893

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 橋　本　　　剛 校　長 杉並区立大宮中学校 03-3313-2161 03-3313-9672

32 　　副委員長 牧　野　順　子 副校長 品川区立小中一貫校八潮学園 03-3799-1641 03-3799-1643

33 　　副委員長 長　濱　裕　也 副校長 板橋区立赤塚第一中学校 03-3932-5314 03-3935-1106

34 事務局長 山　谷　安　雄 校　長 練馬区立旭丘中学校 03-3957-3135 03-3958-9009

35 事務局次長 覚　張　真　宏 校　長 墨田区立吾嬬第二中学校 03-3617-2180 03-3617-0420

36 事務局次長 木　島　光　二 校　長 台東区立御徒町台東中学校 03-3831-3787 03-3839-5157

37 事務局次長 島　田　一　宣 校　長 新宿区立西新宿中学校 03-5330-0661 03-5330-0672

事務局員 牧　野　順　子 副校長 品川区立小中一貫校八潮学園 03-3799-1641 03-3799-1643

事務局員 山　口　晃　弘 副校長 品川区立小中一貫校豊葉の杜学園 03-3782-2930 03-3782-1497

事務局員 長　濱　裕　也 副校長 板橋区立赤塚第一中学校 03-3932-5314 03-3935-1106

事務局員 遠　藤　映　悟 副校長 足立区立第十三中学校 03-3605-4711 03-3605-8119

事務局員 小　林　輝　明 副校長 足立区立竹の塚中学校 03-3883-1251 03-3883-1252

38 事務局員 山　口　　　毅 主　幹 富士高等学校附属中学校 03-3382-0601 03-3382-8224
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