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至誠天に通ず
副会長上原一夫
（台東区寸上野中学校長）

…

シ

さる10月１８日（水）から20日（金）に行われた
中学校教育70年記念第68回全日本中学校長会東京
大会は、大成功のうちに終了しました。記念式典
では、皇太子殿下から心温まるお言葉を頂戴し、
感激いたしました。また、伝統芸能では、感情豊
かな語りの『新内節浄瑠璃』と、人以上に美しい
所作の『八王子車人形』を拝見し、改めて、日本
の伝統芸能の素晴らしさを再確認させていただき
ました。研究大会の北海道と徳島県の研究発表、
文部科学省説明、大村智先生の記念識演など、
内容面でも大変充実していたと思います。さら
に、何より、運営面で東京都の中学校長会の皆様
のご尽力で滞りなくスムーズに進行できたこと
は、本当に素晴らしいことであった、と感じてい
ます。
東京大会に向けた取組は、平成26年12月に全日
中の役員の先生方と共に準備会を立ち上げたこと
に始まりますが、当時は60年東京大会を知る岩永
会長と高橋事務局長、その他若干名の先生方以
外、どれほど大変な準備が待ち受けているか、な
ど全く知る由もありませんでした。その後、準備
を進めてまいりましたが、正直言って、それ以降
も私自身を含め全体的にはなかなか本気モードに
はならず、本年３月に岩永会長から、準備段階〜
大会終了後の大会記録・報告書作成までの全役割
分担内容約500項目が示されたとき、やっと、
「本当に大変なことだ」という自覚が生まれてき
たように思います。平成29年度に入ってからは、
大会運営を担当された各部の部長、副部長、部員
の先生方の働きぶりには目を見張るものがありま
した。そして、資料の丁合、受付業務、会場業
務、接待業務など、各地区校長会の多くの先生方
のご協力をいただきました。まさに、今回の大成
功の裏には、東京都中学校長会の全先生方の全面
的なご支援．ご協力があってこそ、成し得たと
思っています。
ところで、タイトルの「至誠天に通ず」は、記
念講演をしていただいた大村智先生が大切にし
ていらっしやる言葉です。今回のご講演の中では
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液を使って育て、増やし、それをスクリーニング
にかけ、生物活性を明らかにしました。そして、
その結果、それらの微生物の中から500種の化学
物質を見つけ出し、２６種類の薬に繋げることがで
きました。ノーベル生理学・医学賞を受賞する
きっかけとなったイベルメクチンも、1974年、静
岡県伊東市のゴルフ場に行った折に採集した土の
中から発見したものです。この発見は、偶然の結
果といえばそれまでですが、日々、ある瞬間のあ
る出来事は二度と起きない、チャンスが現れたら
それをつかむことが大切だ、という「至誠天に通
ず」の思いで研究に取り組んでこられたからこそ
発見に繋がったのだと思います。大村先生の、そ
の職務に誠心誠意尽くす姿勢やねばり強さは、私
たち校長の職責にも通ずるものがあると思いま
す
。
『今日と同じ日は決して来ない。だから、一日
一日を大切にし、生徒や教職員の変化を決して見
逃さず、よさを伸ばし、皆が明日もまた学校に行
きたいと思える学校をつくる』、これは私が校長
選考面接を受けた際に面接官の質問に答えた校長
としての抱負でしたが、ふっと大村先生のご講演
をお聞きしながらこの言葉が頭に蘇ってきまし
た。７０年記念大会を機に、改めて「至誠天に通
ず」の精神で、明日からの校長の職責を全うして
いきたいものです。

9.10月地区代表者連絡会報告
■９月地区代表者連絡会報告
日時平成29年９月１４日（木）１５時〜17時
場所新宿コズミックセンター５階大研修室

■10月地区代表者連絡会報告
日時平成29年10月12日（木)15時〜17時
場所新宿コズミックセンター５階大研修室

１会長あいさつ
○教育庁、政党への「平成30年度中学校教育関
係要望書」の提出について
○教育長会への「平成30年度東京都中学校長会
費の予算化について」の提出について
○中学校教育70年記念第68回全日本中学校長会
東京大会への協力のお願いについて
○｢働き方改革」に関する動きについて
○都中体連事務局存続に関する課題について

１会長あいさつ
○中学校教育70年記念第68回全日本中学校長会
東京大会の準備状況及び運営への協力、参加の
際の注意について
○校長・教育管理職選考一次選考の結果発表につ
いて
○働き方改革について
○特別委員会について
○東京都公立高等学校長協会役員との連絡会につ
いて

２行政説明
○｢平成30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高等学校教育課
入学選抜担当統括指導主事久保田聡様
○｢適正な体育的活動・運動部活動の指導につ
いて」
東京都教育庁指導推進担当部長宇田剛様

２行政説明
○｢働き方改革の概要と今後の取り組みについて」
東京都教育庁地域教育支援部義務教育課長
新田智哉様
３連絡・報告事項
○各部・各委員会より
【総務部】
・中学校教育70年記念第68回全日本中学校
長会東京大会に参加される皆さんへ
10/19，20の参加注意について
【会計部】
・福利厚生積立金の集金、退職予定者調査に
ついて
【教育対策部】
・中学校教育70年記念第68回全日本中学校
長会東京大会後の作業について
【研究部】
・中学校教育70年記念第68回全日本中学校
長会東京大会の係り担当について
･Webアンケート調査と研究紀要作成予定に
ついて
【人権教育推進委員会】
･11月に神奈川県へ管外研修の予定
・２月に研修センターに於いて講演会の予定
【進路対策委員会】
･10/5第５回進路対策委員会
・都立志村学園視察
【修学旅行対策委員会】
・平成31年度修学旅行連合帯輸送11/24に
抽選
【全日本中学校長会】
．「中学校教育70年記念第68回全日本中学校
長会東京大会」の実施について

３協議
○会長提案
・特別委員会の設置について

４連絡・報告事項
○各部・各委員会より
【総務部】
・管理職選考について
【会計部】
・福利厚生積立金、退職予定者について
【教育対策部】
・次年度中学校教育関係要望書に係る調査に
ついて
【研究部】
・ｱﾝｹｰﾄ調査の不具合について
【生徒指導部】
・９月22日（金）研修会について
【人権教育推進委員会】
・人権プラザ移転、訪問の報告について
【進路対策委員会】
・平成30年度都立高校入学者選抜について
都外からの転居、インフルエンザ追検査、
答案の開示等
【修学旅行対策委員会】
・平成31年度修学旅行連合帯輸送11/24に
抽選
【全日本中学校長会】
・中学校教育70年記念第68回全日本中学校
長会東京大会について
・東日本大震災被災３県訪問について

４事務局より
○平成30年度東京都中学校長会年間行事予定第
１次案について
○平成30年度全日中鳥取大会･関地区中栃木大会・
歓送会の割り当て表について

５事務局より
○古岡奨学金、がん遺児奨学金等について
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⑪東京都安全・安心まちづくり協議会への参加

平成29年度生徒指導部活動概要

⑫学校防災教育推進委員会への鋤ロ

生徒指導部長片倉元次

⑬日本スポーツ振興センター学校安全業務運営

（新宿区立新宿中学校長）
１活動の重点

会議への参加
⑭健康づくりフォーラムへの鋤ロ

（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

⑮少年の健全育成をめざす全都大会への参加

成上の諸問題に関する調査研究を行い、各学校
の生徒指導の充実と向上に資する。

⑯東京都いじめ問題対策連絡協議会への参加
⑰東京都青少年問題協議会シンポジウムへの参
加

(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
ｰ

⑱エイズ専門家会議への参加

等の関係諸機関と連携・協力し、健全育成の推
３活動日程

進にかかわる活動を行う。

５月11日（木）部員総会（全日中会館）

(3)「全日中東京大会」の大会運営を分担し、大
会を成功に導く。

６月13日（火）第１回研修会及び協議会
○講話「緊急対応の実際」

２活動の具体的な内容

識而こども教育宝仙大学
教 授 石 川 悦 子 様

(1)研修会

７月６日（木）第２回研修会及び協議会

①第１回「緊急対応の実際」
②第２回「学校における合理的酉礪について」

○講話「学校における合理的配
慮について」

③第３回「スマートフォンにかかわる生徒指
導上の課題とその対応について」

講師東洋大学名誉教授
参 与 宮 崎 英 憲 様

④第４回「生徒の自殺を予防するために」
８月21日（月）役員会

(2)関係諸機関との連携と協力（役員が分担して
営

９月22日（金）第３回研修会及び協議会

出席する）

○識話「スマートフオンにかか

①東京都公立中学校PIDﾍ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

わる生徒指導上の課題とその

③東京都こども応援協議会への参加

対応について」

④社会を明るくする運動東京都推進委員会への

講師KDDI株式会社
コーポレイト統括本部

参加

CSR･環境推進室

⑤自殺総合対策東京会議への参加

大久保輝夫様

⑥有害情報から子供を守るための対策検討委員
１０月12日休）役員会

会への参加

２月15日（木）第４回研修会及び協議会

⑦中学生の主張東京都大会への参加

○講話「生徒の自殺を予防する

⑧学校保健会への参加（理事）

ために」

⑨多摩地区公立中学校と東京家庭裁判所立川支

講師関東医療少年院

部との連絡会への参加

精 神 科 医 遠 藤 季 哉 様

⑩東京都学校安全教育研究会への参加
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教育課題実践校東京都教育委員会言語能力向上拠点校

『思考力･判断力･表現力を育てる言語活動の在り方」
匡

●

江東区立深川第七中学校長堀越勉
●


１研究の背景

についてご指導をいただくと共に、全ての教科の授

（１）研究指定

業における「言語能力の向上」の視点からの授業

私は、平成28年４月１日付で、現任校の校長とし

改善についてのご指導をいただいた。また、研究

て辞令を拝命し着任した。この朧点で既に本校は、

発表会の冒頭で、本校の研究の意義についての基

｢東京都教育委員会言語能力向上拠点校」として

調講演をお願いした。

の研究指定をいただくとともに、「東京都公立学校

他教科については､○社会科・中央区立佃中学

ICT教育環境整備支援事業」の実施校としての

校長宮崎宏明先生○数学科・山梨大学教育学部

指定をいただいていた。

准教授清水宏幸先生○理科・練馬区立石神井西

（２）校長の思い

中学校長松丸晴美先生○英語科・文教大学教授

２つの研究指定をいただいている学校に着任す

秋山朝康先生○道徳・北区立飛鳥中学校長鈴木

ることは、学校改革に向けた絶好のチャンスと考

明雄先生にご指導をお願いするとともに、発表会

えた。教職員が一丸となって授業改善を進めるこ

当日の分科会講師もお願いした。各教科等におけ

とで、教育全般にわたる課題解決の手がかりとす

る全国的な研究のリーダーである各先生方にご指

るべく、プランニングを進めることとした。

導をいただけたことには、深い感謝とともに、本

私がこれまで参加した研究発表会において衝撃

シ

校教職員にとっては、大変光栄であり研究意欲の

を受けたのは、秋田県横手市の実践、新潟大学附

高まりにつながる結果となった。

属中学校・千葉大学附属中学校の実践であった。
いずれの発表会も､①冒頭に基調講演（説明）が

２研究の内容

あり、研究の視点を全参加者に持たせる｡②視点

言語能力向上拠点校に課せられた都の重点課題

に基づき、研究授業を視察｡③分科会に分かれて

Ａ及びＢ、共通課題ア及びイについて研究に取り

研究協議。全ての分科会に、学識経験者等の講

組んできた。
曹

師を配置。。・・・このような3本立ての内容で進め

東京都の課題

られていた。参加者全員が研究の視点を持って授
業を視察し協議会に臨めるため、協議内容が深ま
り、議論がつきない状況であった。夜遅くまで白
ア

熱していた分科会もあったほどである。従来型の、
授業を視察しﾉて全体会で講演を聴くスタイルの研究
発表会を改善し、参加者が協議会の議論から何ら

イ

かの成果を持ち帰ることのできる研究発表会を目指

共通課題

重点課題

r豊かな晩嘗生活を育む
学校づくり」
醗盲活動の充実一
・学校図毎館を活用
・眼■マラソン
・ポップ制作
・宮解合戦

「芭葉による発侭力」を
高める
一社会に役立つ君葉を

｢他校や保鰻者への発侭」
・研究発表会
・学校公開
・ホームページ公開

Ａ

Ｂ

育む

「美しい日本脳を皇に
付ける」
一言胴文化を■視した
学校づくり一

したいと考えた。
（３）講師の依頼
本校の校内研究で継続して指導していただいて

言語能力を向上するための言語活動は、特定の

きた東京女子体育大学学長補佐の田中洋一先生に、

教科に限らず、生徒が学ぶ全ての教科における授

年間を貫くメイン講師とじて、国語科の専門的内容

業改善のカギを握る課題であるとの認識に基づき、
 ４ 

４成果と課題

全教科の言語活動の在り方について研究を進めて

（１）生徒の学力の定着に着目して

きた。

各種学力調査における数値結果において東京都
教育委員会言語能力向上拠点校とじて授業改善に
取り組んできた一定の成果が確認できる。研究終
了直後に実施した「平成２９年度全国学力・学習
状況調査」では、全ての調査において、全国及び
東京都、更には秋田県の平均値をも上回った。こ
のことは、生徒の学習に向かう姿勢と、それを支
える全ての教職員の授業改善への取組の成果であ
ると捉えることができる。江東区の調査では、本
校生徒は言語能力向上拠点校としての「重点課題
Ａ･Ｂ」及び「共通課題ア・イ」に関係の深い設
…

また、同時に「平成２８．２９年度東京都公立学

問の正答率が江東区平均を上回る結果となった。

校ICT教育環境整備支援事業」の実施校として、

また、研究テーマである、「思考力、判断力、表

新たな教育資源を活用した授業開発にも取り組ん

現力」に関しては、２年生で、顕著な数値を残す

できた。

などの成果が確認できた。これらの結果から、深
川七中生に思考力、判断力、表現力を育むための、

３研究の方法

言語の能力が育ちつつあることが認められた｡※

（１）教科を超えた研究
①前期に各教科の研究授業を実施したが、全教
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員による授業研究を実施するため、特設の研究授
業を設定するのではなく、通常時間割の中に研究
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授業を設定していった。本校は小規模校のため、
担当教員が1名という教科もある。このため、空き

…

（２）教師の意識改革に着目して

時間の他教科の教員が授業を視察し、研究協議会

言語能力の向上に向け「教師が話し説明する授

に臨む事とした。東京女子体育大学学長補佐の田

業」から「生徒同士が話し考える授業」への転換

中洋一先生に、繰り返しご来校いただき、各授業・

を進めてきた。今年度は授業時間のシェア率につ

協議会においてご指導をお願いした｡②研究授業

いて、データを蓄積し協議してきたが、教師自身

の成果に基づき、夏季休業中に研究発表会に向け

の意識改革が進み、生徒の言語活動時間の確保を

た学習指導案草案を作成｡③９月に各教科ごとの指

意識した授業が増えるなどの面で成果が上がった。

導案検討会を実施し、田中洋一先生に言語活動の

※

在り方の視点からご指導をいただいた。
（２）教科専門講師による指導
後期に入り、教科担当教員が授業実践の中で、
言語活動の充実を試行錯誤し改善を加えると共に、
各教科の専門講師の先生方に指導案を送付し、専
門的な視点からのご指導をいただいた。
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１本校について

出向いての活動には限度があり、参加できる

本校は、その名が示す武蔵国分寺跡を始め

のは一部の生徒に限られてしまいます。私が

とする天平時代の歴史遺産、新幹線や宇宙開

経験してきたこれまでの学校でも、生徒会本

発（ペンシルロケット発射）等の先端科学技

部を中心としたり、部活動ごとに参加を募っ

術に縁の深い地域にあります。

て分担をして地域の行事に参加させる方式を

本年４月に市内異動で着任した本校は、昭

とってきました。

和22年に国分寺中学校として開校し、本年10

今回の異動を契機に、防災という地域の課

月13日には創立70周年記念式典を挙行しまし

題や希望を受け止め、学校としてどう取り組

た
。

み、貢献をするか、何よりもその活動を通し

現在、前校長が示した「グランドデザイン

て生徒にどのような資質・能力を育成できる

2017」を継承し、「ふるさと国分寺の自然と

のかを再検討してみました。そして辿りつい

文化を尊重し、国際社会に貢献できるたく

たのが静岡県地震防災センターの避難所運営

ましいぶんじっ子」の育成に向けて、１８学

ゲーム(HUG)の活用です。地域の条件・状

級601名の生徒が、基本的にノーチヤイムで

況が異なることを踏まえ、自校の避難所運営

の学校生活を送り、落ち着いて学習にも取り

マニュアルを基にした国分寺一中版HUGを作

組んでいます。

成し、県庁への許諾申請を経て２年生で実施

２学校経営の現状

しました。生徒からは、HUGを通して多様な

とても落ち着いた学校ではありますが、生

意見や価値観が感じられたという感想や、発

徒の自尊感情や不登校などの問題、ボラン

災時に果たすべき役割についての当事者意識

ティアや地域活動経験の少なさに課題を感じ

を感じさせる振り返りが多くありました。

ています。自らの経営方針の具現化にむけて、

初回の今年度は、地域の方々は参観のみで

体験活動の充実や、アセスメントを活用した

したが、次年度はHUG授業で生徒のグループ

不登校生徒の予防・復帰、いじめの未然防止

に参加していただきます。地域住民の方に避

等の新しい取組み、新学習指導要領の実施に

難所運営シミュレーションの機会を提供する

向けた教育課程編成上の工夫や授業改善、校

と共に、HUGを通じて、異年齢の方を含めた

内研修の工夫等の取組も進めているところで

グループでコミュニケーションをとり、課題

す
。

に対して、合意形成をしていくという生徒の

３課題解決のカギとしてのHUG

資質・能力の向上を目指す計画です。学校と

本校の課題の一つに、地域連携の充実があ

地域がお互いの貢献を求めるだけではなく、

ります。高齢化が進み自治会組織を解散する

WIN-WINの関係を無理なく築くことが重要だ

地区もある一方で、防災を中心に本校生徒の

と考えます。管理職として我々が教員に求め

貢献を期待する声が強くあります。現実的に

ている授業における課題設定能力を、自ら学

は、放課後や週末と言えども部活動や塾、習

校経営においても率先して磨いていかなけれ

い事等で非常に忙しい中学生にとって地域に

ばと考えています。
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『

随

想

』

千代田区立麹町中学校長工藤勇一

「心の教育」が大切だと言われて久しい。

だけだよ｡」など、否定的にとらえる言葉が、

このこと自体を否定する人は日本の教育界に

時折生徒たちから聞こえてくることがある。

はまずいないだろう。私ももちろんその一人

ここで「心の教育」を行うことの意味につ

である。しかし、私は敢えて「心の教育」に

いてよく考えてみたい。そもそも「心の教育」

こだわり過ぎることの危険性について述べて

とは何のために行うのか？ということを。
当然、人がよりよい行動ができるようにす

みたい。
修学旅行の定番の地となっている奈良の薬

るために行っているはずだ。つまり「よい行
動ができるようにする」が目的で「心の教育」

師寺の僧侶の方がこんな話をした。

Ｕ

「心の持ち方、あり様によって行動が変わ

はその目的を達成するために行っている手段
に過ぎない。

り、行動を変えると心を変えることができ

具体的な例を挙げて考えてみたい。

る｡」と。
「『面白くない、つまらない｡』と思って授

ここに、全く正反対の2人がいるとする。
一人は「心の底から優しいことをしたいと

業を受けていると、ついつい頭が下がり、居
眠りしてしまったりする。それは、自分の中

思っているのに人目を気にするあまりできな

にあるぐうたらな心が自分の行動をそうさせ

い人」そしてもう一人は、「決して純粋な理

ているのだ。しかし、たとえ、寝不足などで

由ではないけれど、善いことを行っている

体がひどく疲れきっていたとしても、無理や

人」だ。

りにでも姿勢を正し、頭を上げ、顔をしっか

さて、どちらがより価値があるのだろうか。

り意識して向けていくことによって、元気な

人は行動の積み重ねでこそ評価されていく
ものだと私は思う。そもそも人の心の中など

心が生まれてくる｡」

し

簡単にわかるのだろうか。（私などは未だに

心が行動を決め、行動は心を変える。薬師

自分の心さえ、よく分からない・・・。）

寺でのお話は心と行動の密接な関係をとらえ

「心の教育」を大切にするあまり、本当の

たとても興味深いものである。

目的を忘れてしまっていることはないだろう

人は時々「心」にこだわるものだ。特に中

か
。

学生ぐらいの年代は、自分の心のあり様がと
ても気になる時代だ。自分を見つめ、自分の

そもそも「心はみんな違っていい｡」はずだ。

生き方を深く考える。それは、自分を成長さ

人の価値観、考え方はみんな違っていいのだ。

せるためにとても大切なことだろう。

私たちが生徒たちに伝えなければならないの
は、「心の教育」をもとに、人は行動こそが

しかし、心にこだわり過ぎると、善いこと

大切だという「行動の教育」だと私は思う。

をしようと思っても、人目を気にするあまり、
臆病になってしまうことがある。実際、学校

ありえないことだが、職員室で「結局、内

ではせっかく善い行動をしても、「本当はあ

申のためだよね｡」などという言葉が聞こえ

の人、優しくなのにね｡」「いい子ぶっている

るとすれば、何とも悲しい話だ・・・。
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離島の中学校の協力体什
キ膣

大島町の中学校は北部・中部・南部に分かれ

組み、大島の自然･歴史・産業・習慣・衣食住・

て３校ある。それぞれの地区の特色を生かしな

言語などあらゆる分野の研究を独自に行い、毎

がら教育活動を進めるとともに、一つの島の中

年ll月に研究発表会を開催している。過去の資

学校として３校が連携を深めて教育活動を行っ

料は膨大なものになっており、大島の貴重な資

ている。自校の生徒の育成という視点と島の子

料となっている。

の育成という視点での大島町の教育活動の概要

吠島町立第三中学校】

を以下に述べる。

島の南部に位置し､南の太平洋の海原に利島・

【大島町立第一中学校】

新島・神津島・三宅島・御蔵島などの伊豆諸島

「一中魂」を合言葉に「自学」「敬愛」「誠実」

の島々を眺め、有名な波浮港のすぐわきにある

の心を育むことをめざす、大島の玄関口といえ

学校である。生徒は43名で島の３校で最も小さ

る元町地区にある全校生徒64名の学校である。

い規模の学校であるが、その分、地域密着型の

全国的に極めて珍しい短調の校歌をもち、応援

学校であり、運動会などの学校行事へのPIAの

歌も３曲ある。ジオパーク大島への活動で大島

強い協力体制が整っている。一方、生徒も町や

の自然、文化、伝統についての学習を進めてい

地域の行事への積極的な参加意識が高く、地域

る他、全校生徒によるTOEIC受験、生徒が先生

の祭りへの参加や地域清掃、敬老会での民舞披

を選ぶ相談体制「先生あのねの会」の実施、近
隣の小学校と都立高校との連携、特別支援教育

露などの活動を行っている。また、小学校と同
一の敷地を共有しているため、児童・生徒だけ

の理念を活かした放課後学習教室の実施､授業・

でなく、教員の意識も互いに近い。運動面の活

家庭学習の連結等、様々な工夫を凝らした取り

動が活発ではあるが、文化面でも島内中学校で

組みを進めている。また、平成25年の土砂災害

唯一学校演劇を長年継続しており、生徒の表現

をきっかけに、防災教育を積極的に推進し自然

活動の推進に取り組んでいる。

災害への備えを進めている。

【島の子の育成】

【大島町立第二中学校】

大島町の３つの中学校ではそれぞれの特徴を

昭和57年度に大島の二つの中学校が統廃合さ

生かした教育活動を進めているが、一方「島の

れて誕生した島の北部に位置する学校である。

子の育成」という視点でも多くの取り組みを進

自然環境に恵まれた泉津地区、良港「岡田港」

めている。中学校へはそれぞれ一つの小学校か

を持つ岡田地区、三原山・富士山・伊豆半島を
一望できる北の山地区の３地区から生徒が通っ

ら入学してくるため、小中連携教育が進んでい
る。また、生徒数減少をチャンスに変え、連合

てくる。現在73名の在籍があり、島の３校の中

チームによる部活動を行い、別地域の生徒同士

で最も大きい学校である。「質実剛健」の校訓

の連帯感を高めている。大島町では小学校と中

のもと、知育・徳育・体育の調和のとれた教育

学校による教育研究会を組織し、それぞれの地

活動を進めている。なかでも特徴的な取組は通

区の子どもたちを小中９年間の視野で育てる意

称「ケンパツ」と呼ばれている40年以上の歴史

識の高まりと大島の子という広い視点に立った

をもつ地域研究発表会である。生徒がチームを

教育を推進している。
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