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鑿がることの大切さ
会長岩永章
(新宿灰寸新宿西戸山中学校長）

シ

平成29年度が間もなく終わろうとしています。
昨年の４月20日に行われた定期総会で会長を拝命
した日が、昨日のことのように思えてしかたあり
ません。それだけ、この１年間は充実していまし
た。本会の活動をどう進めるかということに集中
し、期日までに仕事を仕上げることに追われた１
年間でした。
今年度の活動の中で、１０月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、
本会の総力を挙げて取り組んだ事業でした。この
大会が成功裏に終えられたのは、会員の皆様方と
の繋がりが、その最も大きな要因と受け止めてい

た
で
が
受

た後にも、繋がり
の大切さを感じる場

面がありました。働
き方改革や中体連の
課題にも取り組む中
で、東京都教育庁指
部、人事部、地域教育支援部の方々とも深い繋が
りができたと感じています。協議を重ねるごと
に、教育庁の方々が学校のことを考え、様々な形
で環境整備にご尽力いただいていることをひしひ
しと感じるようになりました。
指導部では、教育活動に関わる環境整備の面
で、人事部では、私たち教員の人的措置につい
て、地域教育支援部では働き方改革の視点で学校
を支えようという取り組みをしてくださっていま
す。教育庁の方々と協議を重ねる中で、教育庁と
本会の繋がりが深まった１年であったと感じてい
ます。この繋がりをもとに、本会としても教育庁
の方々の思いを理解したうえで、学校経営を進め

ます。大会準備は平成26年12月に始まり、開催規
模の検討、予算案作成、会場確保、警備体制の検
討、準備組織の編成などの全体計画を、前年度ま
でに済ませることができました。その中で最も気
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を配ったことは、記念講演に大村智先生を講師と
してお招きすることです。本校の学区域にお住い
の方の紹介で東京都立墨田工業高等学校の同窓会
を通してご依頼をさせていただいたところ、快く
お引き受けくださいました。大村先生のご講演
は、私たち教員に忘れてはならない視点をご示唆
いただくとともに、大村先生の温かなお人柄に接
することができたのは、私個人としてもこの上な
い喜びとなりました。大村先生とのご縁をいただ
いた繋がりに、今でも感謝しています。
大会直前の本格的な準備では、本会役員や部員
の先生方の献身的なご努力、そして、各地区の先

ることも必要かと感じています。そして、実践の
中から明らかとなった改善点については、客観的
な根拠をもとに教育庁の方々と協議を進めていく
ことが、教育環境の改善に繋がると思います。今
年度の活動を通して、率直に意見交換できる関係
がより深まったことは大変ありがたいことだと感
じています。

生方のご協力を支えに、大会を迎えることができ
ました。そのすべての過程を通して、たくさんの
方々の善意をひしひしと感じていました。分担に
よっては、時間のかかる仕事、単調な仕事、気配
りが必要な仕事など、様々な役割がある中、ご自
身に依頼された役割を粛々と進めてくださいまし

今年度の活動で築かれてきた人と人、組織と組
織との繋がりを今後も大切にし、本会の活動がよ
り充実することを願っています。
 １ 

１月地区代表者連絡会報告
２月区市等校長会長連絡会報告

／

■１月地区代表者連絡会
日時平成30年１月16日（火） 15時〜17時
場所新宿コズミックセンター

■２月区市等校長会長連絡会
日時平成30年２月８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
○「働き方改革」への取り組みについて
○中体連関係特別委員会について
○平成30年度東京都中学校長会活動方針の策定に
ついて

１会長あいさつ（代理小澤副会長）
○岩永会長は都中体連案件の対応のため不在

／

２行政説明
○人事行政上の課題について
東京都教育庁人事部
主任管理主事平田英司様

２行政説明
○「今年度の研修の反省と平成30年度の研修の予
定について」
東京都教職員センター企画部
企画課長児玉大祐様
○「東京都多摩教育事務所の取組について」
東京都多摩教育事務所
指導課長相原雄三様

３連絡・報告事項
(1)役員会より
第２回都教育庁人事部との情報交換会報告につ
いて
(2)各部・各委員会より
【総務部】
・平成30年度東京都中学校長会活動方針(案)に
ついて
【会計部】
・都教育庁新年度予算(案)について

３連絡・報告事項
(１)役員会より
・中体連特別委員会の取組について
・委員会等参加報告書の内容について
(2)各部・各委員会より
【総務部】
・定期総会・研究発表会要項案について
・平成30年度東京都中学校長会活動方針(案)に
ついて
【会計部】
・再任用校長で次年度継続しない方の情報につ
いて
【教育対策部】
･WEBアンケートについて

(ジ

【教育対策部】
･WEBアンケートのお礼について
・中学校教育70年大会報告書完成のお礼につい
て
【研究部】
・平成29年度研究紀要完成のお礼(３／４刊行）
【生徒指導部】
・第４回研修会アレルギー対応等について
【人権教育推進委員会】
・研修会２/１３教職員研修センターにて実施
「性同一性障害｣｢性的指向｣の理解
（申込み120名）
【進路対策委員会】
・都立高校一次出願を終えての状況等について
・インフルエンザ等に対する追検査について
診断書は不要。事前に校長から連絡
【修学旅行対策委員会】
・アンケート協力のお礼について

【研究部】
・平成29年度研究紀要の作成について
【生徒指導部】
・２月15日（木）研修会について
【人権教育推進委員会】
・人権教育研修会について
【進路対策委員会】
・平成30･31年度の入試日程と卒業式の日程に
ついて
・都立高校全日制等志望予定調査の結果につい
て
【選挙管理委員会】
・次年度の役員選挙の公示予定について

【全日本中学校長会】
・理事会報告について

４事務局より
○４月当初の事務連絡担当者の報告について
○平成29年度退職者・退会者の把握調査について
○平成3岬度本会年間予定表、主な行事について
○全日中鳥取大会・関地区中栃木大会について
○新設校・統廃合の情報依頼について
○高齢者叙勲について、等

(3)関連団体より
【全日本中学校長会】
．「中学校教育七十年」誌の発刊について

４事務局より
○全日本中学校長会鳥取大会、関東甲信越地区中
学校長会栃木大会、東京都中学校長会定期総会
の参加割り当て等について他

５情報交換等
○職員の勤務実態について
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各部・委員会報告
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平成２９年度人権教育推進委員会活動概要
人権教育推進委員会委員長並木浩子
（昭島市立清泉中学校長）
１活動方針
東京都教育委員会の基本方針の第１には【｢人
権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】
が示されている。「多様な人々が共に暮らす東
京にあって、すべての大人、子供たちが、人権
尊重の理念を正しく理解するとともに、思いや
りの心や社会生活の基本的ルールを身に付け、
社会に貢献しようとする精神をはぐくむことが
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自分の大切さとともに他の人の大切さを認める
ことができるようになり、それが様々な場面や
状況下での具体的な態度や行動に表れるととも
に、人権が尊重される社会づくりに向けた行動
につながるようにすることである｡」とある。
この基本方針・人権教育の目標に基づき、東京
都公立中学校長として、各学校・関係機関との
連携を密にしつつ、研究活動を推進する。
さらに、東京は学術、文化、経済など様々な
分野でグローバル化が進展している中、多様な
文化を受け入れ、東京に暮らす全ての人々が分
け隔てなく自己の能力を発揮できる社会を作り
上げていく必要があるとの観点から、平成２７
年８月に改定された東京都人権施策推進指針を
踏まえ、人権教育推進中の様々な課題解決に向
けた研修に取組む。特に、今年度は「いじめ問
題及びその防止への対応」「児童虐待の早期発
見と適切な対応」「体罰の根絶」等を中心に取
り上げるとともに、オリンピック･パラリンピッ
ク教育における人権教育に取り組む。
２活動の内容
(1)人権教育研修会の開催
東京都教育庁指導部指導企画課と連携を図っ
て、東京都公立中学校長全員を対象とした研修
会（講演会）を開催する。
日時平成30年２月１３日（火）
会場東京都教職員研修センター
内容「東京都の人権教育」
人権課題「性同一性障害」〜「性の多
様性」の理解と学校経営上の課題につ
いて〜
識師東京都教育庁指導部指導企画課指導
主 事 古 重 道 人 様
埼玉大学教育機構基盤教育研究セ
ンター准教授渡辺大輔様
(2)地域視察（管外研修）
都内や他府県の人権教育推進校、人権施策推
進地域や関連施設等を訪問・視察し、学校や地
域の状況や実態について研修を深めるととも
に、情報や資料を得て、東京都の中学校教育並
びに自校の人権教育に役立てる。
①地域視察I(半日研修）
日時平成２９年７月２６日（水）
視察先東京都人権プラザ本館
②地域視察Ⅱ(管外研修）
日時平成29年11月１６日（木）
視察先神奈川県立地球市民かながわプラザ
(3)定例会の開催（年７回開催）
(4)研究紀要の作成
１年間の研究の成果を研究紀要(人権教育資料）
とじてまとめ、都内全公立中学校に酉肺する。
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平成２９年度進路対策委員会活動概要
進路対策委員会委員長茅原直樹
（江戸川区立小岩第四中学校長）
１活動方針
(1)進学対策
平成３０年度の国・公・私立高等学校等の
入学者選抜制度及び実施上の諸問題について
の改善を図るため、関係諸機関と緊密な連携
を図って対策を講じる。その方策として、確
かな学力の定着を図り、勤労観・職業観を育
成し、自らの生き方を考えさせるキャリア教
育の視点に立った進路指導を推進する。
(2)就職対策
中学校の進路指導における就職指導の位置
付けを踏まえ、生徒の自己実現に向けた就職
と定着指導などのための対策を検討・協議す
る
。
２活動の重点
(1)進学・就職に関する諸問題の調査・検討及
び対策
(2)進路指導にかかわる諸調査及び諸事務
(3)国・公・私立高等学校等の入学者選抜に関
する諸問題の調査・検討及び対策
(4)関係諸機関・諸団体との連携･協力･要望
(5)就職する生徒についての調査・指導
３活動の内容
(1)進学対策
①入試日程への対応及びその期間の適正化
について
②推薦入試選抜制度及び一般入試選抜制度
に関する改善と定着について
③隣接他県の入試制度の動向等の情報把握
について
④「学校説明会」「入試相談」のあり方につ
いて
⑤成績一覧表、調査書等、諸書類の適正な
作成について
⑥「高等学校等志望予定調査」の実施と進路
指導の情報提供について
⑦「高等学校等入学者選抜に関する問題点調
査」の実施と次年度への改善について
⑧関係諸機関との連絡・協議・要望
⑨東京都教育委員会並びに東京私立中学高
等学校協会の主催する諸会議等への出席
及び意見表明
(2)就職対策
①職業安定所（ハローワーク）の就職業務
への協力と連携について
②学校関係及び関係諸機関に対する就職生
徒への激励の要請と定着指導及び関係諸
機関・諸団体・諸学校との連絡・協議に
ついて
(3)定例会の開催（年９回開催）
(4)施設見学
日時平成29年１０月２日(月)午後３時
場所東京都立志村学園
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退職校長一言集
ロ港区立御成門中学校石鍋浩
夜遅くまで生徒を追いかけ回していた日々を思
い出します。私の教員としての原点です。当時の
生徒たちとは年に何度か会っています。今では私
の大切な相談相手です。３７年間でお世話になった
上司、先輩、同僚、後輩、保護者、地域の方、そ
して生徒たちに心から感謝します。

ロ墨田区立文花中学校田野正晴
小学校高学年の時に出会った体育専攻の先生に
憧れ、教員になりました。教員に採用されてから
いろいろな職層で職務を遂行してきましたが、校
長となり定年を迎えた現在でも、「五里霧中」と
いうのが実感です。私を支えてくださった皆さん
に感謝しています。

ロ新宿区立牛込第二中学校久保文人
３５年間の教員生活を振り返ると、たくさんの貴
重な学びと素晴らしい出会いの連続でした。特に
多感な生徒達との関わりは、私を成長させてくれ
ました。生徒や先生方から与えていただいた貴重
な財産を、次世代に少しでも伝えられればと思い
ます。ありがとうございました。

ロ江東区立深川第二中学校高橋良久
お陰様で、多くの方からご指導いただくととも
に、支えていただき、定年を迎えることになりま
した。ありがとうございました。心より感謝申し
上げます。生まれ育った江東区から始まり、江戸
川区、小金井市、最後に江東区で定年を迎えられ、
大変うれしく思います。

ロ新宿区立西新宿中学校佐藤政明
教員生活37年間の中で出会った全ての方々に感
謝の気持で一杯です。この間、島しょの学校や特
別支援学校にも勤務し、様々なことを学ばせてい
ただきました。数多くの思い出とともに退職でき
ますことを大変幸せに思います。支えて下さった
皆様、ありがとうございました。

ロ江東区立有明中学校湯本敬三
校長として、東京都の子供たちの輝かしい未来
と健やかな成長に向け学校経営にあたってまいり
ました。今日を迎えられるのも、これまでにお世
話になった先生方や同僚をはじめとする多くの
方々のご厚情のおかげです。心より御礼申し上げ
ます。ありがとうございました。

ロ新宿区立新宿西戸山中学校長岩永章
昭和55年に採用されて先輩の先生からご指導い
ただいた「仕事が終わったら真直ぐ帰るな」とい
う教えを大切にしてきました。そのおかげで多く
の方々と出会うことができ、今の自分があるよう
に思います。これまでお世話になった皆様、あり
がとうございました。

口江東区立亀戸中学校山口博之
目黒、大田、世田谷、中野、江東の５区８校の
教員生活は、様々な方々に支えられての充実した
35年間でした。この間に出会ったすべての方々に
感謝の気持ちでいっぱいです。微力ながらこれま
での経験を次世代に伝えていければと考えていま
す。ありがとうございました。

ロ文京区立第一中学校星野孝雄
皆様方に支えられ、定年まで勤めることができ
ました。ここまであっという間とも思えますし、
長い道程であったようにも思えます。
皆様方のご支援に感謝申し上げます。

ロ江東区立大島中学校林昭文
振り返るとあっという間の37年間でした。その
間、先生方･生徒･保護者･地域の方、多くの皆様
に支えていただきました。浅学非才な私がやって
これたのも、多くの皆様との出会いと学ばせてい
ただいたお陰です。心から感謝いたします。本当
にありがとうございました。

口文京区立第八中学校大塚悟
３８年間の教職生活を無事に過ごすことができま
した。また、今年は、多くの校長先生方から勉強
させていただき、校長職に昇任することができま
した。校長職になって、一年目に創立70周年記念
式典を無事に終わらせることができ、素晴らしい
経験をすることができました。
ロ墨田区立本所中学校長谷川晋也
教育は人づくり、その担い手も人。教師の資質
について近年考えさせられることが多くなった。
まず、人として常識的な判断ができる教師。そし
て、どんな子どもも人として愛する教師。さらに、
仲間と協力できる教師。そのような教師たちにこ
れからの教育を任せたい。
口墨田区立竪川中学校西村均
江戸川区を皮切りに、ニューヨーク、品川区、
府中市、そして墨田区が最後の勤務地となりまし
た。これまでの38年間、皆様に支えられて、やつ
と退職までたどり着きました。お世話になった皆
様に「感謝」の一言です。

口品川区立荏原第五中学校加藤敏
思い返せばあつという間です。子どもに負けて
たまるかと必死に体力と知識を蓄えた20代。学
級・学年経営の醍醐味を感じた30代。学校経営の
難しさを痛感した40代。５０代では小学校勤務も経
験させていただき、大きな財産となりました。あ
りがとうございました。
ロ品川区立荏原第六中学校佐藤勝
振り返れば都立肢体不自由養護学校で東京都の
教員としてスタートできたのは幸運でした。ちょ
うど都が全国に先駆け、重度重複障害のある子ど
もを学校教育の対象にした時代でした。教育とは
子ども一人ひとりを大切にすること。ここで教育
で最も大切なことを学びました。
ロ目黒区立大鳥中学校永久保佳孝
「規律｣と「自由」のバランスのとれた寺子屋の
教育をなぞり、教員として管理職として創造性と
道徳性の育成を心がけた34年間でした。教え導く
者として「教育は信頼と尊敬をなくして存立しな
い」を自戒の念として努めてまいりました。

 ４ 
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口大田区立大森東中学校富田好彦
３０年前、台東区に勤務していた頃、校長先生か
ら教員の心得として｢健康・謙虚・研修・行動・心」
(5K)の大切さを教えていただきました。その後、
5Kを大切にすることによって充実した教員生活
を送ることができました。
口大田区立馬込中学校浅尾博之
小学校６年生の時、担任に暗唱させられた、筍
子「勧学篇第一」／出藍の誉れ冒頭部、これは、
私の座右の銘となりました。そして、校長になっ
てからは、この言葉を子供たちの成長を願い、毎
年贈ってきました。
｢君子日、学不可以已。青、取之於藍、而青於藍」
口大田区立田園鯛布中学校宮本泰雄
北区を振り出しに、文京区、板橋区、国分寺市、
中野区、江東区、大田区と７地区８校を巡ってま
いりました。今日までたくさんの皆様に支えてい
ただきました。感謝申し上げます。お世話になり
ました。

し

ロ杉並区立荻窪中学校伊藤陽一郎
「共に学び共に成長」の教員時代、「教育は人な
り」を実感した管理職時代でした。校長として、
教職員の人材育成が生徒の充実した中学校生活に
つながる…．との思いを抱きながら努めてきまし
た。今後、その成果を見守ることを楽しみにして
います。ありがとうございました。
口杉並区立高井戸中学校萩原正己
ずつと一介の教師として、子どもたちの傍らに
立ち続けると決心して悪戦苦闘していた若き日々○
今、校長として最後の日々を送っています。悔い
の無い教員生活でした。今、最後の思いを現役の
先生方に伝える毎日です。

ロ世田谷区立太子堂中学校板垣仁
今年度をもちまして、３４年間の教師生活に終止
符をうち退職を迎えました。教諭として15年間、
教頭、副校長としてll年間、校長として８年間勤
務させていただきました。皆さまには大変お世話
になり、感謝申し上げます。

ｌ
ｌ

ロ渋谷区立鉢山中学校比嘉朝明
今日に至るまで新採の頃から気持ちは変わって
ないと思いながら過ごした教職生活でしたが、そ
れも今から思うと、多くの方に見守っていただい
ていた結果、無事ここまで来れたのかと思います。
今日まで支えていただいた皆様に感謝申し上げま
す
。

ロ杉並区立中瀬中学校香西雅斗
修士論文の提出後、東久留米教育委員会より
｢中学校の免許持っていますか」と運命の電話。
以来、小金井、イラン、西東京、式根島、清瀬、
杉並と渡り鳥の生活。好きな数学．合唱．登山・
演劇．バレーを堪能し、たくさんの事を生徒・教
員から学べた楽しい36年間でした。

口大田区立安方中学校坂上仁司
大学を卒業後、民間企業をへて教員に。教諭時
代は生徒理解のために「一行日記｣、教頭・副校
長時代には、毎朝・校舎の外周のゴミ拾い、そし
て、校長では、生徒と校門で挨拶を交わし続けま
した。多くのよき先輩方と出会い、たくさんのこ
とを学んだ32年間でした。
ロ大田区立蒲田中学校和田文宏
多摩市、世田谷区、品川区、台東区、狛江市、
大田区の計８校で教育に携わった38年間は、まさ
に「光陰矢の如し｣。管理職としての13年間は、
思惑通りの学校経営ができたことに自己満足して
おります。還暦を節目に、新しいことにチャレン
ジする人生を送っています。

ʼ

口世田谷区立尾山台中学校野口潔人
皆様、お世話になりました。特に申し上げるこ
とはありません。今後ともどうぞよろしくお願い
いたします。

口渋谷区立松涛中学校斉藤茂好
多くの方に支えられた30数余年。後先考えず、
走り続けていよいよ定年。この節目に実感をもて
ずに今日にいたります。学校という一人の人間の
成長に関わりをもてる仕事ができて、心から良
かったと思える心境です。皆様に感謝申し上げま
す
。

口大田区立矢口中学校齋藤淳
目黒区と大田区で六年間、校長として勤めさせ
ていただきました。特に、目黒区立第三中学校で
は閉校と新校立ち上げという得難い体験ができま
した。ここまで無事勤められたのも諸先輩を含め、
たくさんの皆様のおかげだと思っております。あ
りがとうございました。

ʼ

口世田谷区立八幡中学校大塚久之
教員生活がスタートした38年前、校内暴力の嵐
の中日々生徒との戦い、もうやめようと何度も思
いました。でも先輩方に支えられて続けた結果、
子ども達との思い出が沢山できました。最後は校
長として恩返しを。次代にバトンを引き継ぐこと
ができました。感謝で一杯です。

口世田谷区立上祖師谷中学校中村真一
町田三中で教員生活がスタートし、３地区８校
でお世話になりました。３７年間の歳月の中、日々
成長する中学生に向かって、将来を生き抜く力に
なってくれることを願いながらの毎日でした。出
会った生徒、教職員、保護者、地域のすべての皆
さんに心より感謝申し上げます。

ロ大田区立大森第六中学校松尾廣文
初任で新宿区に配属され６年間、その後大田区
へ移り、退職までの32年間を過ごさせて頂きまし
た。振り返りますと「一炊之夢」の如くに短く思
えます。ご指導頂いた新宿、大田の皆様、都校長
会でご厚誼頂いた各地区の校長先生、事務局の
方々に厚く御礼を申し上げます。
ロ大田区立石川台中学校池田渭惠
３８年間の教員生活を無事終えることができます。
この間、多くの先輩、同僚の皆様に支えられ、導
かれましたこと感謝に堪えません。還暦を迎えた
ことで、また新たな一歩を踏み出せる気持ちです。
健康を維持し、微力ではありますが、努力を続け
てまいります。

し

ロ世田谷区立駒留中学校銅谷新吾
都立高校の教員・副校長・都教育委員会勤務の
のち世田谷区内で３校、９年間校長をさせていた
だきました。定年１年前ですが、このたび、私立
中学・高等学校の経営に携わることとなりました。
校長会の皆様には、いろいろ教えていただきあり
がとうございました。
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口杉並区立泉南中学校風見章
新採の頃の記憶が甦ってくる毎日。今まで多く
の方々に支えられ今日まで過ごせたと感謝のみで
す。都中学校長会の益々のご発展を祈りながら
……本当にありがとうございました。

口板橋区立高島第一中学校岡村克也
『事の成就、人の栄達には、そこに至るまでに、
幾人かの陰の善意と合力があってこそ、である｡』
【岡茂雄「本屋風情」（平凡社)】
昭和57年４月１日からあっという間の36年間。私
に関わっていただいた多くの皆様に、感恩報謝１

口杉並区立和田中学校田中裕之
校長11年目での転勤は大荒れの和田中でしたが
｢校長が真にやるべき仕事」を再認識できた有意
義な３年間でした。職員に恵まれて楽しい毎日で
すが、現状に甘んじてはいけないと決意し、新し
い世界に挑戦予定です。３８年間に出会った全ての
方々に感謝！致します。
口北区立明桜中学校小林誠
教え子が50代、４０代になり、それぞれ地域や世
界で活躍していることを願っています。講話や宿
泊学習で子ども達の人生に影響を与えた校長のつ
もりですが、どうでしょう。これからは、教頭・
校長20年間を支えてくれた妻と息子に恩返しをす
る第二の人生を歩みます。

口練馬区立豊玉中学校栗原満
３７年間の教員生活を顧みると、感無量のものが
あります。生徒たちそして教職員の方々との楽し
い思い出がよみがえります。数多くの方々と出会
い、助けられ、育てていただいた教員生活でした。
心から感謝申し上げます。

口荒川区立第四中学校宮沢亨
これまでのすべての出会いに感謝申し上げます。
特に初任校の北区立豊島中学校での７年間は、私
の原点です。その後の勤務先でも、それぞれに不
思議な縁を感じる出会いに恵まれました。微力で
はありますが、今少し恩返しをさせていただけれ
ばと思います。

口練馬区立開進第三中学校岩尾幸市
３８年間、思春期の多感な生徒と向き合い成長を
実感できたことは大きな喜びと誇りです。４地区
でお世話になり、それぞれの地域の温かさを学び
ました。多くの方々のご支援があったからこそ、
教員生活を全うすることができました。皆様、本
当にありがとうございました。

ロ荒川区立第七中学校近江貞之
校長職を４年間務めさせて頂きました。学校改
善は果たせぬまま一区切りを付けます。教員では
経験できない学校経営を任せて頂き、また、多数
の方にお会いでき、多様な仕事を経験させて頂き
ました。３６年間の教職人生を振り返ると、感謝の
気持ちだけで一杯になります。

口練馬区立練馬中学校熊野真司
教職に就いてからあっという間にこの日を迎え
たように感じています。今更ながら、もっとでき
たのではないかという思いもありますが、ここま
でやって来られたのも都校長会をはじめとする皆
様の大きな支えがあったれぱこそです。ありがと
うございました。

ロ板橋区立志村第一中学校大友照典
江戸川区で４年間、板橋区で３年間校長を務め
させていただき、教職生活では５地区、８校でお
世話になりました。どの地域も個性的で、様々な
経験をすることができました。大勢の方にお世話
になりましたことを感謝しています。ありがとう
ございました。

ロ練馬反す上石神井中学校小林広志
お前は常に自分が正しいと思っているだろう。
しかし正しいことを言うときは人を傷つけるとい
うことを知っておけ。（元総理大臣竹下登）
これが校長の度量です。

ロ板橋区立志村第二中学校石上和宏
午睡の夢から覚めてみると、日が暮れていたと
いう感じ。慌てても仕方なし。人工知能やグロー
バル化の進展により予測不可能な社会が来るとい
われるが、学校が今のような状況になるとは私は
思いもしなかった。予測できないからこそ、明日
が来る。
口板橋区立志村第三中学校一ノ瀬秀治
社会の変動とともに学校に求められるものも大
きく変わってきました。次から次へと課題が出て
来た時、助けられたのは同じ管理職仲間の存在で
した。判断に迷った時、壁にぶつかった時、助け
ていただきました。そして、時間が全てを解決し
てくれたような気がします。
ロ板橋区立志村第四中学校工藤公彦
昭和55年４月から、５地区の８校において、微
力でしたが自分なりに精一杯務めました。常に、
目の前の子ども達を何とかしたい。もっともっと
頑張らせたいとの一念でここまでくることができ
たように思います。最後にお力添えいただいた皆
様に、心より感謝申し上げます。

ʼ

口板橋区立高島第二中学校香積信明
３５年間の教職生活の区切りの年になりました。
管理職として18年、小学校の校長も経験させてい
ただきました。中学校に戻り、その経験を自校の
活動に生かしながらも、多くの場面で校長会の皆
さまに支えていただいた日々でした。ありがとう
ございました。

口練馬区立大泉中学校惣田修
まだまだやり残していることがたくさんありま
すが、定年となりました。昔ならほっと一息つけ
る節目の時です。でも、全くそういう気持ちにな
れないのは、時代の流れでしょうか。練馬区と足
立区を始め、お世話になった先生方に心より感謝
いたします。

Ｕ

しノ

口足立区立竹の塚中学校茜谷佳世子
昭和57年４月１日、東京都の美術科教員として
スタートをきりました。たくさんの方々との「出
会い」や「かかわり」の中で、多くのことを学び、
経験をさせていただきました。それが、私の宝で
す。ありがとうございました。
ｎ足向区立青井中学校赤田博正
まだまだ道半ばです。この気持ちが一生続くの
だろうと思います。教え子たち、苦労を分かち
合った仲間たち、先輩方、恩師の皆さんとの出会
いが自分の財産です。家族に感謝しながら、もう
少し先まで歩いてみようと思います。これからも
ご指導いただければ幸いです。

 ６ 
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し

口足立区立入谷中学校灘山裕子
学校好きだった中学生が教員となって35年。校
長として一人ひとりの居場所がある学校を目指し
て４年。定年を迎えまだまだ志半ばという感じで
す。今後も学校好き生徒の育成の一端に携われた
らと考えています。多くの先輩・同僚に支えられ
ました。感謝の一言です。

口江戸川区立鹿本中学校石塚雄一
これからの学校経営には要請が多く、厳しくな
りますが、余計な評論や数値に惑わされることが
ないようにと願っています。特に不登校について
は数の問題ではないので、「出現率」など、些末
な表現は気にせず、個と向き合う教員を大切にし
てください。

口足立区立谷中中学校片野忍
光陰矢のごとし。教員になって35年、あっとい
う間でした。かつての教え子が社会で頑張ってい
る姿を街で偶然見かけた時、心が温かくなります。
こんな感動があるからこそ今まで教員を続けてこ
られたのだと思います。東京都中学校長会の益々
のご発展をお祈り申し上げます。

ロ江戸川区立篠崎中学校中村眞二
今振り返ると私の教員生活は、遮二無二生活指
導に取り組んだ20代。教科指導に力を入れた30代。
学校運営に携わった40代。そして管理職としての
50代。その時々を全力で過ごしてきた。あっとい
う間の38年間でした。

口足立区立扇中学校西村豊
品川区・江戸川区・葛飾区そして最後の12年間
を足立区でお世話になりました。荒れた学校の建
て直しばかりをやり、勉強をしてこなかったと感
じています。これからは誰かの役に立つような仕
事をしていきたいです。

口江戸川区立小岩第一中学校岩野康之
平成25年度に本校へ着任後、あっという間に５
年の歳月が過ぎ去ろうとしています。生活指導部
員として一年間、都校長会の職務に係わらせてい
ただきました。今後も次々と押し寄せてくる教育
改革の波に、都校長会一丸となり、子供達の将来
の幸せを願い、ご尽力ください。

ロ葛飾区立水元中学校牛木明
３６年という長いはずの年月。苦しいことも嫌な
こともたくさんあったのに、思い出すことは、先
輩や仲間といろいろなことを語り合った職員室、
子供たちと一緒に笑った教室、後押ししてくれた
保護者。やはり、教員という職に就いて幸せだっ
たとしみじみ思っています。

口八王子市立第一中学校渡辺一彦
教員時代に３校、管理職として６校で勤めさせ
ていただきました。先輩方と同じで、「あっとい
う間」に過ぎました。多大なご迷惑をかけ続けて
きたことを自省しておりますが、悔いはございま
せん。長年にわたりご指導をいただきましたこと
を感謝申し上げます。

ロ葛飾区立奥戸中学校久我正次郎
最後まで緊張感をもって校長職をやり遂げたい
と、決意を新たにこの一文を書きました。
｢慎終如始即無敗事」の心境です。数々の経営
課題に対処する時、多くの校長先生方からご助言
をいただきました。感謝申し上げます。

口八王子市立長房中学校金野寛
いよいよ退職の時を迎えることになります。職
層の節目には、すばらしい上司に出会い大変お世
話になりました。今思えば、生徒、保護者、同僚
との出会いに恵まれた教師人生だったと思います。
教育界への恩返しを十分出来ないまま去ることが
心残りです。

口葛飾区立青葉中学校渡辺吉廣
年度末の２月半ばに昇任し４年１か月間校長を
務めました。病で定年をわずかに残して退かれた
先輩の気持ちを忘れることなく、日々過ごしてき
たつもりです。お世話になりました。

し

口八王子市立四谷中学校大越洋一
教員生活は、肢体不自由児学級から始まり、副
校長６年、校長４年が経ち､この３月で36年間の
定年退職を迎えます。長いようで､短く感じてい
る今日この頃です。これまでお世話になりました
数多くの方々に、心より感謝申し上げます。

口葛飾区立東金町中学校佐藤雅章
多くの出会いの中で、ともに悩み、ともに苦し
み、ともに悲しみ、ともに喜びながら、自分も育
てていただいた34年間でした。
我以外皆我師也ありがとうございました。

口八王子市立由井中学校和田薫
振り返ると、無我夢中で過ごした教員生活でし
た。過酷な現場で教師としての衿持を失いそうに
なった時もありましたが、最後に与えられた由井
中学校で、教職員、保護者や地域の方々に支えら
れ、何よりも生徒が素晴らしく成長してくれたこ
とに誇らしく、感謝しています。

口江戸川区立松江第一中学校平塚芳則
近年、通常学級においても合理的配慮が必要な
生徒が増えています。働き方改革も大切ですが、
先生方の負担は増えるばかり、大変な時代になり
ました。先生方にはさらに授業力を高めた教育を
期待しております。

口八王子市立松木中学校田中史人
３７年間の教職生活を終えることが今とても不思
議な気持ちです。今までいつも見えないゴールに
向け全力で進んできました。管理職としての20年
間、多くの皆様に支えていただき、ありがとうご
ざいました。これからまた新たなゴールを見つけ、
頑張りたいと思います。

口江戸川区立松江第三中学校林和夫
９年間という校長職でしたが、終わってみれば
あっと言う間の年月でした。その間、江戸川区の
校長会はもちろん、都の校長会でも地区代表者連
絡会や校長会長連絡会等で多くの貴重な情報を戴
き、たいへんお世話になりました。心より感謝申
し上げます。
口江戸川区立松江第六中学校清水洋一
曾子曰く、「吾日に吾身を三省す。人の為に謀
りて忠ならざるか。朋友と交はりて信ならざるか。
習はざるを伝ふるか」と。はたして、生徒、教職員、
保護者に対して、地域社会に対して、本当に良き
校長であったであろうか。本当に良き教師であっ
たであろうか。
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口立川市立立川第二中学校常盤隆
初勤務校の生徒たちから還暦を祝う会を開くと
の連絡がありました。あの時の生徒との出会いが
教師生活の原点。３８年間続けてこられたのは、こ
れまで出会った方々の支えのおかげです。昨年度
は、会長としても皆様に大変お世話になりました。
心より感謝申し上げます。

ロ立川市立立川第五中学校小沼孝行
爆走の教員生活に一つの区切れ目の時が来まし
た。教職に就いた日が昨日のようです。「一寸の
光陰軽んずべからず、未だ覚めず池塘春草の夢
階前の梧葉すでに秋風」不易と流行を探す旅も
冬を迎えてしまいました。また、春を探します。
多くの皆様、有り難うござました。
口武蔵野市立第三中学校河合雅彦
教職という素晴らしい仕事に就き、とても充実
した時を過ごさせていただきました。「人を育て
る難しさ」と向き合い、生徒の可能性を信じ、そ
の笑顔に支えられてきました。振り返れば、全て
が楽しい思い出となっています。御支援くださっ
た多くの皆様方に感謝申し上げます。
口府中市立府中第一中学校谷合しのぶ
定年まで２年を残しますが、今後の人生設計を
考え36年間の教職にピリオドを打つ事にしました。
これまでご指導.ご鞭捷いただきました行政並び
に教育関係の皆様、そして諸先生方に心より感謝
申し上げます。新たな人生では、別の視点から教
育を支援したいと考えています。
ロ小金井市立東中学校大友敬三
教職の道に進み、３６年が経過しました。様々な
場面で温かくご指導くださった先輩教師の方々。
どんなに辛く苦しいときでも支えてくれた同僚教
師。多くの皆さんの教えと励ましのお陰で、教職
をここまで続けてくることができました。本当に
感謝の気持ちでいっぱいです。
ロ小金井市立南中学校冨士道正尋
「定年退職｣、いつも他人事と考えていましたが、
中々自分のことと自覚できないままその年を迎え
てしまいました。この間、学校現場と教育行政の
職場を経験させていただき、それぞれが私にとっ
て大きな粗になりました。皆様のこれからの大変
革に期待しております。
口日野市立日野第二中学校石川晴一
多くの方々に支えられ、充実した教員生活を送
ることができました。地域や保護者そして生徒と
の素晴らしい出会いにより数々のドラマができた
ことに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう
ございました。
口日野市立七生中学校須藤昭人
東京都で採用されて教員となり、３６年！出身の
北海道で教師になりたいと考えていましたが、教
科の採用状況の関係で東京都での受験となりまし
た。東京都で採用されたことが、校長を目指す運
命の扉を三回ノックしたことになったと強く感じ
ています。
口東村山市立東村山第一中学校深谷恭司
６０歳という節目の年に本校創立70周年を迎える
ことができました。校長として貴重な素晴らしい
体験をさせていただきましたことに感謝すると共
に東京都立小平養護学校をスタートに38年間の教
員生活を終える今、ここまで多くの方に支えられ
てきたことに感謝いたします。
口東村山市立東村山第六中学校宗像宏中
振り返ってみますと、一日がとても長く感じら
れた時期もありましたが、教職の終着駅に辿り着
き、感慨無量です。これまで９校で勤務する中、
歴代の校長先生、教職員の方々をはじめ、様々な
人との出会いの中で多くを学ばせていただきまし
た。大変お世話になりました。

口東大和市立第四中学校雨宮敏彦
初任校の三宅中学校から始まり37年間、多くの
方々に支えられて教員生活を勤めさせていただき
ました。特に管理職になってからは、地域の支援
のありがたさを実感しました。これまで関わって
いただいた全ての方に感謝申し上げます

口清瀬市立清瀬第三中学校渡部孝司
３７年間の教員生活を無事終えることができるの
は勤務した学校で出会ったすべての方々のお陰だ
と思っています。本当にありがとうございました。
これからも人との出会いはもちろん、自然や音楽、
本など、すべての出会いを大切にしていきたいと
思います
ロ清瀬市立清瀬第四中学校村田政司
昭和57年に東京都教員に採用され36年間はあっ
という間でした。教員として無我夢中で子ども達
と遊んでいた初任の頃が昨日のことのように思い
浮かびます。管理職として初めて赴任した清瀬四
中で退職できることを嬉しく思っています。地
域・保護者の皆様に感謝です。
口東久留米市立西中学校薮野勝久
担任は面白かった。学年主任の時は自己実現が
できた。教務主任では学校を動かしている気分
だった。副校長では学校の全てを知ったと思った。
今振り返ると学校の存在理由も分からないまま
日々を過ごしていた。さて、校長としての今の満
足感をどう評価するか。
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口多摩市立多摩中学校前島正明
教員として東大和市、国分寺市で14年、行政に
入って都研、西東京市（田無市）教委、指導部、
青治本部、人事部で17年、校長として多摩市で５
年、多様な職を経験させていただき、様々な人と
出会い、たいへんお世話になりました。今は感謝
でいっぱいです。
口多摩市立東愛宕中学校笹森肇
五十にして天命を知るとありますが、六十にし
ていまだ到らずです。凡事徹底、積小為大の思い
で、流行に惑わされず、生徒達の為に、を第一に
やってきました。ここで改めて、多くの方々に支
えていただいたお陰と感謝いたしております。
口稲城市立稲城第六中学校梅原郁雄
なんの力もない私ですが、ただただ周りの皆さ
まにいかしていただきました。あの時があったか
ら今の自分があるのだと思うと、これまで関わっ
ていただいたすべての方々に感謝あるのみです。
本当にお世話になりました。

ロ羽村市立羽村第三中学校田村文雄
初任校は八丈島から始まり、以後は東京の西部
地区に勤務してきました。振り返ってみると、楽
しかったことよりも苦しかったことの方が心に
残っています。それを乗り越え、３６年間勤務でき
たことは多くの先生方の助けがあったからです。
本当にありがとうございました。
口桧原村立桧原中学校森本友明
私が教員に採用された昭和55年は、校内暴力が
真っ盛りの時代でした。毎日、生徒と勉強や部活
動に奮闘した日々を思い出すと、校長として退職
の年を迎えることとなり、月日の流れの早さに驚
いています。今は、私を支えてくださった方々に
感謝の気持ちでいっぱいです。
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