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　来年度、中学校教育70年記念全日本中学校長

会東京大会が開催される。今年度は宮城県仙台

市において全日本中学校長会研究協議会が開催

された。講演の中で、文部科学省大臣官房審議

官の浅田和伸氏は「あきらめない」は人間の特

性であると言われた。この宮城大会では、宮城

県石巻市雄勝中学校による復興輪太鼓(和太鼓)

演奏と仙台市内６つの中学校の代表生徒による

合唱が披露された。この２つの演奏を聴き、心

がふるえるような感動でいっぱいになった。東

日本大震災により大打撃を受け、いまだ復興が

十分に進んでいない地区もあると聞く。そんな

逆境にも負けずあきらめず、黙々と努力を続け

た中学生たち。２つの演奏から逆境に負けない、

あきらめない気持ちがひしひしと伝わってきた。

　９月以降、私は「あきらめない」という言葉

に様々なところで接することが多かった。

　リオデジャネイロパラリンピックが開催され

ているとき、読売新聞スポーツ欄に結城和香子

さんの次のような記事が載っていた。一部を紹

介する。

「彼らにとって真の障がいとは、自分を枠には

めてしまう心そのもの。そして社会の制約だ。

そういえば、私たちにも思い当たる。心の中に、

現実を直視するつらさや寂しさを抱え、行動し

ないことを言い訳にし続けて来なかったか。年

だから、自分には価値がないから、やっても無

理だから…。そんな私たちに比べ、心の障壁を

直視し、あきらめず挑み続けたパラリンピアン

たちを、「障がい者」と呼べるだろうか。彼ら

は私たちにこう伝えているように思える。違い

があってもいいのです。さあ、一緒にこわがら

ないで。自分自身であるために。」

　パラリンピアンから障が

いを障がいと考えず、

あきらめずに努力し

続けていく大切さを

教えていただいた。

　この記事を読ん

で、初めて教頭と

なり赴任した中学

校の２人の生徒を思

い出した。この２人は

学年は違ったが、車椅子

で通常学級に通っていた生徒である。１人はと

ても絵が上手な生徒で、もう１人はとても明る

く前向きな生徒であった。２人には入学以来、

学校生活において様々な困難が待ち受けていた。

しかし、２人はこつこつとあきらめずに課題を

着実に乗り越えていった。２人の頑張りに、自

然と多くの人が支援していた。無事、２人は普

通高校に入学することができた。

　校長はすべての生徒が何事にも一生懸命にあ

きらめずに頑張っていけるように、学校の環境

づくりをしていかねばならない。生徒の学力向

上・体力向上、教師の人材育成、地域との連携

など教育課題は様々あるが、その中で、私たち

校長も何事にもあきらめず、学校経営を進めて

いかねばならない。校長の視野の広さ、発想力

が今まで以上に必要となってきた。このような

時代だからこそ、前号で松丸晴美副会長が述べ

ていたように、「チーム東京都中学校長会」の

下、校長相互の緊密な協力により職能の向上を

図り、各中学校の発展を進めていく必要がある

と考える。
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■９月　地区代表者連絡会報告
日時　平成28年９月13日（火）15時～17時
場所　新宿コズミックセンター

１　会長あいさつ
○次期学習指導要領に向けた動向について
○リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックの開催より
○中学生の命を巡る諸問題について等
○中学校教育70年記念第68回全日本中学校長会
東京大会の開催について　

○連絡・報告事項
(1)教育庁・政党へ「平成29年度 中学校教育関

係要望書」を提出
(2)教育長会へ「平成29年度東京都中学校長会

会費の予算化について」を提出
２　行政説明
(1)平成29年度の都立高校入学者選抜・他について

東京都教育庁都立学校教育部入学者選抜担当課長
平井 邦明 様

(2)平成29年度オリンピック・パラリンピック学習読本の
活用について
東京都教育庁指導部指導企画課長　折本 昭一 様

(3)「Good Coach賞」表彰候補者の推薦について
東京都教育庁指導部主任指導主事　勝嶋 憲子 様

(4)人権課題｢北朝鮮による拉致問題」について
東京都教育庁指導部主任指導主事　宮﨑 直人 様

３　協議
(1)平成28年度　研究大会要項（案）… 承認
４　連絡・報告事項
(1)役員会より
・教育庁指導部との教育連絡会(9/6)報告

(2)各部・委員会より
【総　務　部】・研究大会について
【会　計　部】・福利厚生積立金、退職予定者調
　　　　　　　査について
【教育対策部】・平成28年度教育関係要望書につ
　　　　　　　いて
【研　究　部】・アンケート協力への御礼
【生徒指導部】・アンケート依頼、研修会のお知らせ
【人権教育推進委員会】
　・7月の人権研修会報告、管外視察研修会
【進路対策委員会】
　・10/3施設見学予定、得点開示について
【修学旅行対策委員会】
　・新幹線出発時刻繰り下げ、最近の動向等
【選挙管理委員会】(連絡・報告事項なし)
５　情報交換
・障害者差別解消法にかかわる合理的配慮への
対応について

６　事務局より

■10月　地区代表者連絡会報告
日時　平成28年10月13日（木）15時～17時
場所　新宿コズミックセンター

１　会長あいさつ
○生徒指導部・研究部のアンケート協力の御礼
○第67回全日本中学校長会研究協議会宮城大会に
ついて

　・最終日に岩永副会長より東京大会の説明
○当面の課題
　・校長、教育管理職選考１次選考の結果等
○連絡報告事項
　・東京都中学校長会研究大会への出席と対応の
　　お願い
２　行政説明
(1)平成28年度都教育庁指導部の施策について

東京都教育庁指導部義務教育指導課長
大和 義行 様

(2)平成29年度都立知的障害特別支援学校高等部
就業技術科及び職能開発科入学者選抜について
東京都教育庁指導部主任指導主事(就学相談担当）

島添　 聡 様
(3)島外からの島しょの高校への進学について

東京都教育庁都立学校教育部課長代理
　川邉 光洋 様

３　協議(なし)
４　連絡・報告事項
(1)役員会より
・都中Ｐとの教育連絡会報告(10/13)報告

(2)各部・委員会より
【総　務　部】・平成29年度活動方針第1案、研
　　　　　　　究大会について
【会　計　部】・福利厚生積立金、退職予定者調
　　　　　　　査について
【教育対策部】・今年度教育関係要望書の回答待ち
【研　究　部】・アンケート回収率99.7% 協力への御礼
【生徒指導部】・アンケート調査協力へのお礼
・研修報告　・次回研修について(自殺予防)
【人権教育推進委員会】
・10月定例会、11月管外視察研修会について　
【進路対策委員会】
・都立書類提出日、得点開示について等
【修学旅行対策委員会】
・平成30年度申込状況について
【選挙管理委員会】(連絡・報告事項なし)
５　情報交換
・指導教諭の現状について

６　事務局より

９・10月 地区代表者連絡会 報告



－ 3 －

平成28年度　生徒指導部　活動概要
生徒指導部長　前島　正明

（多摩市立多摩中学校長）

１　活動の重点

(1) 問題行動等の現状と課題」や「新たな生徒指

導上の課題とその対策」等についての健全育成

上の諸問題に関する調査研究を行い、都内全校

にその内容についての情報提供をし、各学校の

生徒指導の充実と向上に資する。

(2) 東京都教育委員会、東京都青少年・治安対策

本部、警視庁、東京都公立中学校 PTA 協議会等

の関係諸機関と連携・協力し、健全育成の推進

にかかわる活動を行う。

(3) 生徒指導部会の幹事会を組織し、中心的役割

を分担する。

２　活動の具体的な内容

(1) 調査研究（役員・幹事会が中心となって実施

する）

①悉皆アンケートの実施と集計（９～10月）

②アンケート結果の分析・考察の検討

　（10月～11月）

③アンケート結果の分析・考察の報告（11月）

(2) 関係諸機関との連携と協力（役員が分担して

出席する）

①東京都公立中学校 PTA協議会の運営への協力

②中学生の職場体験推進協議会への参加

③自殺総合対策東京会議への参加

④有害情報から子供を守るための対策検討委員

会への参加

⑤東京都こども応援協議会への参加

⑥社会を明るくする運動東京都推進委員会への

参加

⑦東京都学校安全教育研究会への参加

⑧中学生の主張東京都大会への参加

⑨学校保健会への参加（理事）

⑩多摩地区公立中学校と東京家庭裁判所立川支

部との連絡会への参加

⑪学校防災教育推進委員会への参加

⑫日本スポーツ振興センター学校安全業務運営

会議への参加

⑬東京都安全・安心まちづくり協議会への参加

⑭いじめの防止の取組および自殺予防に関する

普及啓発協議会への参加

⑮不登校・若者自立支援フォーラムへの参加

３　活動日程

(1) ５月６日（金）部員総会

○役員の紹介、年間活動方針等の確認

○各地区の生活指導上の課題に関する情報交換

(2) ６月10日（金）第１回定例部会

○講話「スマートフォンに関わる生徒指導上の

課題とその対応について」

　KDDI株式会社　CSR・環境推進室

大久保　輝夫　氏

○各地区の生活指導上の課題に関する情報交換

(3) ７月７日（木）第２回定例部会

○講話「障害者差別解消法の施行に伴う学校に

おける合理的配慮の在り方及び通常の学級に

在籍する特別な配慮・支援の必要な生徒に対

する生徒指導のあり方について」

　東洋大学名誉教授　参与　宮﨑　英憲　氏

○各地区の生活指導上の課題に関する情報交換

○調査アンケート内容の協議

○今後の研修内容、講師について

(4) ８月１日（月）役員会・幹事会

○調査アンケートの内容の検討

(5) ９月23日（金）第３回定例部会

○講話「学校における不登校対策と不登校生徒

への支援について」

　世田谷区教育委員会 教育相談専門指導員

今村　泰洋　氏

○各地区の生活指導上の課題に関する情報交換

(6) 10月４日（木）役員会・幹事会

○調査結果発表の検討

(7) 10月 27日（木）役員会・幹事会

○調査結果発表の検討

(8) 11月 15日（火）役員会・幹事会

○調査結果発表の検討

(9) 11月 22日（火）東京都中学校長会研究発表会

○調査結果報告

(10) ２月16日（木）第４回定例部会

○講話「生徒の自殺防止のための取組について」

　公立大学法人新潟県立大学　講師

勝又　陽太郎　氏

○各地区の生活指導上の課題に関する情報交換

○今年度の反省と来年度の活動について協議

各部・委員会報告



１　本校の災害安全教育

（１）情報発信

　災害時やその対応について、保護者からの安否

確認や状況確認に対する情報発信を現実的に考え

る必要がある。携帯電話やメール回線は大規模な

通信障害の予防のために通信規制が行われること

が知られている。したがって、本校ではSNSの一

種であるTwitterを使って情報発信を行うこととして

いる。比較的通信障害の影響を受ける可能性が低

く、日頃から学校情報の提供を心掛けて、フォロ

アーを増やしておけば、生徒の安否や残留情報や

学校の損壊状況などを、太陽光で充電できれば発

信できる可能性が高く、保護者の勤め先や遠隔地

からの状況確認にも対応できる。

（２）自助の取り組み

　本校の避難訓練には、いわゆるシェイクアウト訓

練が複数回位置付けられている。管理下のさまざ

まな時間帯や状況下での訓練はすでに当たり前とし

ても、一時避難の訓練を保護者や地域住民と一

斉一緒に行うことこそ重要である。それは、最短

で５分あれば終えることができる。事前に保護者

や地域住民に避難訓練の実施時刻と地震規模など

を伝えておき、可能であればそれぞれがいる場所

で一時避難の訓練を実施してもらう。仕事で会議

や移動中などの保護者には、その時刻に大きな地

震が発生したとして、身の安全を確保することと家

族の安否確認をどのように行うかを想定した行動を

とってもらうだけでもよい。その夜には家庭で「ど

こにいたか。どう避難したか。どう連絡や安否確

認をするか。」などを話し合ってもらうだけでも自助

能力やその意識向上には十分効果がある。

　また、本校の生徒は全員が「自助パック」とい

うマイ備蓄を学校内の教室などに備えている。安

全と安心は誰かが授けてくれるものではない。大き

な災害の後で、72時間を学校で過ごす想定で必要

なものを考えて用意させている。３年保存の非常

食とペットボトルの水だけを教材費で買って渡して

学習はスタートする。

　初めはゲーム機やスマホなどと考えたり、LED

懐中電灯が40個も集まったりするが、学習や議論

が進むにつれて、学校に備蓄としてある物、班や

学級内で分担できる合理性や機能性ある備蓄、自

分にだけは必要な独自性ある備蓄などがあることを

知り、それぞれにオリジナルの備蓄を作り上げて

いく。最後に保護者に依頼しておいた災害下で開

封し心の支えとなる「お手紙」を入れて完成する。

家族との大切な写真や幼いころ大切にしていた物な

どを入れている生徒もいる。

（３）共助の取り組み

　多摩市では全校で防災キャンプが毎年実施され

ている。各学校でさまざまに工夫がされているが、

徒会がどんな行動

をするべきか話し合

い、中学生サミット

の折に市内全中学

校に呼び掛けて復

興支援の募 金を

行った。また、美

術部がくまモンと本

校のESDキャラク

ター「ゴーヤン」を

あしらった支援ポスターを作成し、学校や市役所

などに支援を呼びかけた。組織的に取り組んだこ

とにより短期にまとまった額となったが、余震が長

く続いていたことから、生徒の現地への訪問は断

念せざるを得なかった。災害支援のボランティアを

行うために熊本県を私事旅行する中で、本校と同

じユネスコ・スクールである宇城市不知火中学校

がある宇城市教育委員会を訪ねて、生徒の浄財を

復興支援や災害安全教育にと託してきた。

２　バックキャストの教育課程

　AI（人工知能）やビッグデータなどを駆使して、

さまざまな未来予想が可能となり、実際に世界で

広く行われている。その中で確実視されていること

はいくつかあるが、共通するのは地球規模の気候

変動と日本の首都東京を襲う大地震である。生徒

が出会う未来が分かっている以上、学校教育とし

てできることがあるのではないか。通知や資料が

届いたからやるわけではない。必要に迫られてい

るから、あれもこれもやっているだけのこと、そう

考えている。また、リスク・コントロールの発想な

くしては、地震をはじめとする災害の多い日本の学

校が置かれた状況を克服することは困難である。

※本校指導案などは東京都教育委員会『安全教育

プログラム第７集』をご参照いただきたい。

本校では避難所設営と共助を学ぶ場として設定さ

れている。いわゆる「サバ飯」などで自助という

足場ができた生徒は、次第に共助という視点がもて、

具体的な行動や実践に移すことが容易である。

「地域のお年寄りは避難所に来たくても来られな

い。」「いったい何人が何日暮らせる想定か知らな

いで、共助へ参加できない。」などの声があがり、

行政を訪問したり、生徒全員が救急救命や認知症

サポーターの資格を取得したり、防災宿泊キャン

プで備蓄食料を使った炊き出し訓練を行い地域住

民と一緒に防災食の朝食をとったりするようになっ

た。

　また、被災地との交流も継続して行い、記憶の

風化を防ぎ、具体的な防災や減災の方策も学んで

いる。Web会議を活用して気仙沼の生徒たちと交

流を重ね、昨年は生徒会の代表生徒が直接気仙沼

を訪問し、現地の被害の大きさや復興の進まない

現状を学んできた。「真冬に宿泊訓練を行わないと

実際の役には立たない。」「東京のオリンピックが

決まってから、重機が足りなくなって、盛土工事が

急に遅れだしている。」などという話を聞いて、生

徒たちは眉間に深いしわを寄せて訪問報告を行って

くれた。こうした予算はすべて本校を支援するユネ

スコ・スクールESDアシストプロジェクトの補助金

でまかなうことができた。

　そして、今年は熊本地震の復興のために本校生

－ 4 －－ 4 －

教育課題実践校

多摩市立東愛宕中学校長　千葉　正法

「本校の災害安全教育」

自分に最低限必要な備蓄を考える



１　本校の災害安全教育

（１）情報発信

　災害時やその対応について、保護者からの安否

確認や状況確認に対する情報発信を現実的に考え

る必要がある。携帯電話やメール回線は大規模な

通信障害の予防のために通信規制が行われること

が知られている。したがって、本校ではSNSの一

種であるTwitterを使って情報発信を行うこととして

いる。比較的通信障害の影響を受ける可能性が低

く、日頃から学校情報の提供を心掛けて、フォロ

アーを増やしておけば、生徒の安否や残留情報や

学校の損壊状況などを、太陽光で充電できれば発

信できる可能性が高く、保護者の勤め先や遠隔地

からの状況確認にも対応できる。

（２）自助の取り組み

　本校の避難訓練には、いわゆるシェイクアウト訓

練が複数回位置付けられている。管理下のさまざ

まな時間帯や状況下での訓練はすでに当たり前とし

ても、一時避難の訓練を保護者や地域住民と一

斉一緒に行うことこそ重要である。それは、最短

で５分あれば終えることができる。事前に保護者

や地域住民に避難訓練の実施時刻と地震規模など

を伝えておき、可能であればそれぞれがいる場所

で一時避難の訓練を実施してもらう。仕事で会議

や移動中などの保護者には、その時刻に大きな地

震が発生したとして、身の安全を確保することと家

族の安否確認をどのように行うかを想定した行動を

とってもらうだけでもよい。その夜には家庭で「ど

こにいたか。どう避難したか。どう連絡や安否確

認をするか。」などを話し合ってもらうだけでも自助

能力やその意識向上には十分効果がある。

　また、本校の生徒は全員が「自助パック」とい

うマイ備蓄を学校内の教室などに備えている。安

全と安心は誰かが授けてくれるものではない。大き

な災害の後で、72時間を学校で過ごす想定で必要

なものを考えて用意させている。３年保存の非常

食とペットボトルの水だけを教材費で買って渡して

学習はスタートする。

　初めはゲーム機やスマホなどと考えたり、LED

懐中電灯が40個も集まったりするが、学習や議論

が進むにつれて、学校に備蓄としてある物、班や

学級内で分担できる合理性や機能性ある備蓄、自

分にだけは必要な独自性ある備蓄などがあることを

知り、それぞれにオリジナルの備蓄を作り上げて

いく。最後に保護者に依頼しておいた災害下で開

封し心の支えとなる「お手紙」を入れて完成する。

家族との大切な写真や幼いころ大切にしていた物な

どを入れている生徒もいる。

（３）共助の取り組み

　多摩市では全校で防災キャンプが毎年実施され

ている。各学校でさまざまに工夫がされているが、

徒会がどんな行動

をするべきか話し合

い、中学生サミット

の折に市内全中学

校に呼び掛けて復

興支援の募 金を

行った。また、美

術部がくまモンと本

校のESDキャラク

ター「ゴーヤン」を

あしらった支援ポスターを作成し、学校や市役所

などに支援を呼びかけた。組織的に取り組んだこ

とにより短期にまとまった額となったが、余震が長

く続いていたことから、生徒の現地への訪問は断

念せざるを得なかった。災害支援のボランティアを

行うために熊本県を私事旅行する中で、本校と同

じユネスコ・スクールである宇城市不知火中学校

がある宇城市教育委員会を訪ねて、生徒の浄財を

復興支援や災害安全教育にと託してきた。

２　バックキャストの教育課程

　AI（人工知能）やビッグデータなどを駆使して、

さまざまな未来予想が可能となり、実際に世界で

広く行われている。その中で確実視されていること

はいくつかあるが、共通するのは地球規模の気候

変動と日本の首都東京を襲う大地震である。生徒

が出会う未来が分かっている以上、学校教育とし

てできることがあるのではないか。通知や資料が

届いたからやるわけではない。必要に迫られてい

るから、あれもこれもやっているだけのこと、そう

考えている。また、リスク・コントロールの発想な

くしては、地震をはじめとする災害の多い日本の学

校が置かれた状況を克服することは困難である。

※本校指導案などは東京都教育委員会『安全教育

プログラム第７集』をご参照いただきたい。

本校では避難所設営と共助を学ぶ場として設定さ

れている。いわゆる「サバ飯」などで自助という

足場ができた生徒は、次第に共助という視点がもて、

具体的な行動や実践に移すことが容易である。

「地域のお年寄りは避難所に来たくても来られな

い。」「いったい何人が何日暮らせる想定か知らな

いで、共助へ参加できない。」などの声があがり、

行政を訪問したり、生徒全員が救急救命や認知症

サポーターの資格を取得したり、防災宿泊キャン

プで備蓄食料を使った炊き出し訓練を行い地域住

民と一緒に防災食の朝食をとったりするようになっ

た。

　また、被災地との交流も継続して行い、記憶の

風化を防ぎ、具体的な防災や減災の方策も学んで

いる。Web会議を活用して気仙沼の生徒たちと交

流を重ね、昨年は生徒会の代表生徒が直接気仙沼

を訪問し、現地の被害の大きさや復興の進まない

現状を学んできた。「真冬に宿泊訓練を行わないと

実際の役には立たない。」「東京のオリンピックが

決まってから、重機が足りなくなって、盛土工事が

急に遅れだしている。」などという話を聞いて、生

徒たちは眉間に深いしわを寄せて訪問報告を行って

くれた。こうした予算はすべて本校を支援するユネ

スコ・スクールESDアシストプロジェクトの補助金

でまかなうことができた。

　そして、今年は熊本地震の復興のために本校生
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サバイバル飯炊き、いわゆる「サバ飯」

熊本地震支援を呼び
かける生徒ポスター
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中野区立第三中学校長　齊藤　　久

『私 の 学 校 経 営』

１　宣言！『中野三中を最高の中学校にする』

　昨年、現職の教員が癌のため55歳の若さで

亡くなった。生徒に慕われていた昔気質の先

生だった。私は中野区内で教員生活が長いそ

の先生に「今の三中は中野区で何番目くらい

に良い学校でしょうか？」と質問した。先生

はしばらく考えた後に「ん～、２番目くらい

でしょうか。」と答えた。私は「一緒に１番

の中学校にしましょう。」と伝えた。

　数ヶ月後、先生は天国へ登っていった。私

はこの学校を最高の中学校にすると心の中で

宣言した。

２　自身の経験に基づいたぶれない学校経営

（１）４年間の小学校長の経験

　平成22年４月、都教委から学校へ復帰する

時に小学校長として配置された。平成26年３

月、「卒業おめでとう！」とお祝いし、４月

には、学区域の中学校へと異動し、「入学お

めでとう！」と迎える珍しい体験をした。課

題が多かった小学校長時代の学校経営の重点

を振り返ってみた。

①　児童の学習権を守る学級崩壊がない学校

②　病気休職者がいない心身共に健康な学校

③　特別支援児へ適切な対応をする学校

④　研究校の取組を通して一体感をもつ学校

⑤　組織的な生活指導ができる学校

　これらの経験から、オリ・パラ研究開発校

や国際理解教育推進校の実践を通して、教職

員が誇りと生きがいが感じられる学校づくり

を進めている。

（２）部活動指導の経験

　私は新採の頃からバスケットボール部の顧

問として生徒指導に携わってきた。都中体連

の役員を経験し、日本協会の審判員として土

日も休みなくバスケ界に奉仕してきた。とこ

ろが主幹教諭に昇任し異動した学校にはバス

ケ部の顧問がおり、校長から別の運動部の顧

問を頼まれた。未経験の運動部の顧問をする

ことは謙虚な気持ちになり、一から勉強する

ことの大切さを改めて思い知らされた。

　今年の夏、テニス部が都大会へ出場した。

本校の部活動が都大会へ出場するのは数年振

りの快挙である。３年生最後の夏の選手権大

会で、激戦の末、都大会へ出場が決まった日、

生徒たちから「次は先生を関東大会へ連れて

いきます。」と言葉をかけられ感動した。中

学校とは、部活動が思いっきりできる環境を

整えることが重要であると考え、停滞してい

た本校の部活動を活性化させた。

（３）在外教育施設の派遣経験

　本校は昭和49年に文部省から海外子女教育

研究協力校に指定され、今日まで多くの帰国

子女を受け入れてきた。私は、平成５年から

３年間、パキスタンの首都にあるイスラマ

バード日本人学校に教員として派遣された。

異文化のイスラム教を信仰する人々が多い国

での勤務は、私の価値観を大きく変えてくれ

た。その経験を活かし、帰国生徒が１日でも

早く日本の学校に適応できるような体制を整

備している。

３　おわりに

　先日、日本語のコミュニケーションがあま

り得意でない帰国生徒が下町の他区へ転居す

ることとなり、保護者から地元の学校へ転校

すると伝えられた。ところが数日後、本校へ

区域外通学をさせたいとの相談を受けた。生

徒本人に聞くと「三中はみんな優しい、勉強

は楽しい、バスケもっと上手になりたい、だ

から転校したくない。」私はその言葉を嬉し

く思い涙が溢れた。
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　教員として最初に学校へ赴任したのが昭和

56年。そう、東京都の中学校全体に「校内暴

力」の嵐が吹きまくっていた頃です。初任校

もご多分に漏れず、廊下をバイクが走るとか

とんでもない学校でした。教員の給食に下剤

が混入された事件もあり、学校の様子が新聞

に掲載され「よみがえれ！中学校」という本

にもなりました。

　部活動も大荒れで、生徒が好き勝手にやっ

ているような部ばかりで、どの教員も部活動

を見たがらず、新任の私ともう一人の初任者

に複数の部を丸投げしてきました。なるべく

活動をしないようにと「夏休みの部活動は10

日以内とする」なんて規定もありました。

　担当した部の一つはバスケ部で、自分勝手

な一部の上級生に仕切られて、非常にいい加

減な「遊び部」でした。でも、初めて部活動

に参加して頑張ろうと思っていた１年生や、

一生懸命やりたいと思っている上級生もいた

のです。私ともう一人の新採者は、バスケに

ついてシロウトで技術指導など何もできませ

んでしたが、指導書を読みあさったり近隣の

学校の顧問に教えてもらって、生徒と一緒に

汗を流しました。

　好きなようにやることができなくなった一

部上級生は次第に部活に来なくなり、頑張ろ

うとする生徒が活動の中心となりました。夏

休みは週一の定休日とお盆以外は練習や練習

試合を行いました。それでも練習試合も含め

て試合で一勝できるまでには１年かかりまし

たが、初めて勝ったときは泣いてしまいまし

た。６年間、一緒に汗を流したこの部の

OB・OGは、あれから30年以上経った今でも

年に一度集まって母校の体育館で少しバスケ

をやった後、たっぷり飲み会をやっています。

みんなもういい歳になり、「先生と生徒」で

はなく、「一緒に汗と涙を流した仲間」として、

当時の思い出話（恨み辛みも含め）を肴に飲

んでいます。

　いい加減に部活をやっていて来なくなった

当時の上級生が、OB会をやっている体育館

をのぞいていたことがありました。私の指導

にすぐに食って掛かり、体育館を出て行くよ

うな生徒でしたが、その分印象が強くて卒業

して10年以上経っているにもかかわらず、顔

を見てすぐに思い出しました。もうすぐ三十

歳で、建設業をやっていて小学生の子供もい

るとのことでした。

　体育館前のベンチに座ってしばらく話をし

ました。自分たちが顧問として来るまで、い

い加減にできた部活は楽しかったけど全然充

実なんかしていなかったこと。ホントは自分

も頑張りたかったけど、１年間いい加減に

やっていて今更真面目にやることはできな

かったこと。後輩たちが怒鳴られながらも一

生懸命やっているのを見てうらやましかった

こと等々。そう言われて考えてみると、上級

生もかわいそうでした。あの時、あの状況で

はエネルギーの塊みたいな中学生が力を発

揮・発散する場はありませんでした。学習で

も部活動でも、生徒に活動と活躍の場を与え、

支えてやることが教員の一番大きな役割なん

だと改めて感じた瞬間でした。

　OB会では私の定年退職の時に「祝う会」

を設けてくれるそうです。それは大変嬉しい

ことなのですが、赤いちゃんちゃんこだけは

止めてくれと今から懇願しています。

部活動が教えてくれたもの
『随想』

新島村立式根島中学校長　渡辺　　徹
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１　青梅の豊かな自然

　青梅の西部や北部の丘陵地には、スギやヒノ

キなどの植林地があり、南部には広葉樹林地が

ある。青梅駅周辺から東部には、住宅地や農地

が広がり、その中を多摩川、霞川、それらの支

流が流れるなど、豊かな自然に恵まれている。

２　青梅の歴史・伝統・文化

　多摩川が形成した河岸段丘や霞川流域は、古

代から中世にかけて「杣保（そまほ）」と呼ばれ、

国府などへ山林資源を供給する役割を担った。

　江戸時代には、市域の大部分が、天領として

の幕府の直轄地となり、江戸を支える石灰、木材、

炭、織物などの集散地として繁栄した。同時に、

多くの文人墨客が訪れるなど、江戸との文化交

流が盛んになり、郷土の文化人を輩出した。住

吉神社の祭礼で演じられる祭り囃子は江戸文化

を象徴するものである。現在も市内の各地域に

祭り囃子や獅子舞などが息づき、祭りや芸能を

通じて地域の連携が育まれている。　

３　目指す子供像の実現に向けた教育の推進

　青梅市教育委員会は、教育目標の中に次の目

指す子ども像を示している。

○　互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識

のある人間

○　社会の一員としての自覚をもち、勤労と責

任を重んじ、社会に貢献しようとする人間

○　自ら学び考え行動する、個性と創造力豊か

な人間

　市内の中学校11校は、目指す子ども像の実現

に向け、「青梅市教育推進プラン（改訂版）」の

４本の提言の柱に基づき、それぞれ特色ある教

育活動を展開中である。

＜柱１＞　国際化時代を生きるために

【グローバルスタンダード】

　姉妹都市であるドイツのボッパルトや諸外国

との新たな交流活動、各教科等で行うオリン

ピック教育を通して、国際社会に生きるための

資質や能力を育成している。

＜柱２＞　社会のよき形成者となるために

【ナショナルスタンダード】

　青梅の長い歴史の中で培われてきた人情や思

いやりの心、勤労観や職業観などを道徳の時間

や職場体験等を通して育んでいる。また、学力

の確実な定着を図るため、学力向上推進委員会

が作成した指導資料等を活用し、授業改善や家

庭学習の習慣の形成に取り組んでいる。さらに、

青梅市いじめ防止基本方針に基づく「いじめゼ

ロ宣言・子ども議会」の開催により、各小・中

学校がいじめ根絶に向けた取組について情報交

換を行うとともに、中学校区ごとの取組を定め

て実践中である。

＜柱３＞　青梅の将来を担うために

【ローカルスタンダード】

　青梅の豊かな自然を守り、育み、引き継いで

いくことの大切さを多様な体験活動等を通して

学んでいる。また、伝統芸能である祭り囃子や

獅子舞などを先達から学ぶなど、地域に根ざし

た教育を通して郷土愛を育んでいる。

＜柱４＞　教育の質を高めるために

　前述の３本の柱を支えるため、家庭、学校、

地域がそれぞれの機能を発揮し、連携した教育

を進めることが必要である。そのため、学校運

営連絡協議会の充実や各地域の自治会等との連

携を積極的に図っている。

わが市

 わが町の

　　  教育

郷土を愛する
　人間性豊かな市民の育成「青梅市」

青梅市立第一中学校長　儘田　文雄


