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〈巻頭言〉

避難所開設
石村

康代

副会長
(日野市立三沢中学校)
台風19号は各地に甚大な被害をもたらしました。
報道では59河川90箇所（10月19日現在）もが決壊
しました。亡くなられた方々のご冥福をお祈りし
ますとともに、現在も大変な思いをされていらっ
しゃるみなさまにお見舞い申し上げます。
本校では浅川が側を流れており、これまで避難
所開設をした際には１名の避難者があったのみで
した。今回は、当日約800名の方が避難されまし
た。当初、避難所開設にあたり、避難者を収容す
る場所をあらかじめ校舎一階にある体育館、食堂、
特別教室としました。スペース的には十分とはい
えないまでも収容可能な状況でした。そのうち
刻々と浅川の水位が上がってきて、避難速報が
次々と出され、そこここでスマートフォンや携帯
のサイレンの音がなり響いていました。「浅川氾
濫の危険性があるので浅川流域に警戒レベル４
『避難指示』を発令しました」という連絡が届い
た際、「避難所への避難、または外が危険ない場
合は、２階以上の安全な場所への避難行動を行っ
てください」という情報がありました。よく読め
ば、避難所の垂直避難の指示ではないことがわか
りますが、みなさんはとても不安がっていました。
夕方過ぎにはいよいよ氾濫の危険度が高くなり、
事前に垂直避難を行うことにしました。800人を
順番に移動してもらうには約２時間かかりました
が、避難して来られた保護者の方が手伝ってくだ
さり整然と行うことができました。避難者の方々
が協力的であったことも大変助かったことの一つ
でした。夜半過ぎに台風が通過し、浅川の水位が
下がったため、危険度が下がりました。徐々に帰
られ、朝まで残られた方も７時頃には全員ご自宅
へと帰られました。本校では、毎年校舎を使った
地域の防災訓練はありますが、避難所開設の準備
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委員会は設置していませんで
した。報道で見る全国の
被害状況は他人事では
ありません。次に備え
ることの必要性を改
めて実感しています。
ま た、毎 年 避 難 所
開設委員会を開催し、
準備をしていた学校の
ことですが、委員の方か
ら「地震の際は、市の職員や
学校の教員がすぐに駆け付けることができないか
ら自分たちが初動を行う。今回のように台風では
事前にわかっているのだから自分たちの役割では
ない」との認識の違いが浮き彫りになったそうで
す。今回の台風では、様々な課題が明らかになり
ました。今回の反省を生かすために、できること
から始めていく決意をしました。
本校では、用務主事を含め市から派遣された職
員６名、管理職１名で対応しましたが、集まった
人数の多さに加えて、車椅子や足の不自由な方、
赤ちゃん連れの方、アレルギーのある方、ペット
をつれている方、夜の炊き出しなど、様々な対応
をすることには非常に困難がありました。そこで
活躍してくれたのが、主に本校生徒と保護者の
方々です。
「何かできることはありますか？」という言葉
から始まり、21時頃まで、炊き出しの手伝い、案
内、連絡係、体育館の椅子出し、冷風機の準備、
放送の不具合の確認、垂直避難の誘導等走り回っ
てくれました。中学生の力は大きく、わが校の生
徒の活躍は誇らしかったです。

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 令和元年９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（欠席のため片倉副会長）
○挨拶
・今夏及び夏季休業中について（自然災害等への
緊急対応への備え、喫緊の課題への粘り強い取
組の継続と指導の充実、働き方改革の推進）
・各種関連団体との連携及び中学校教育関係要望
書の提出について
○当面の課題
(1)令和２年度人事に向けて
(2)オリンピック・パラリンピック教育の推進に
関する動き
(3)都中体連事務局の存続に関する課題
○連絡・報告事項
(1)令和2年度に向けた動き
①都教育庁・政党への「令和2年度 中学校教育
関係要望書」の提出
②教育長会への「令和2年度 東京都中学校長会
会費の予算化について」の提出
(2)各部・委員会からのアンケートへの協力
①研究部調査
②生徒指導部調査
２ 行政説明
○東京 2020 大会における子供の競技観戦に係
る配券割当案（暫定）の確認について
東京都教育庁指導部オリンピック・パラリン
ピック教育推進担当課長
伊東 直晃 様
３ 協議…なし
４ 連絡・報告事項
○役員会より
・第1回 教育庁人事部と本会との情報交換会に
ついて
・第1回 教育庁人事部と本会との教育連絡会に
ついて
○各部・各委員会より
【総務部】
・調査報告（欠員調査）
【会計部】
・退職予定者調査について
【教育対策部】
・令和２年度 中学校教育関係要望書について
【生徒指導部】
・調査研究アンケートについて
・生徒指導部研修会について
【人権教育推進委員会】
・人権教育推進委員会定例会の開催について
【進路対策委員会】
・入試に関する検討事項について
・都立選抜に関する変更点について
・施設見学会（10/21月）の案内
○関連団体
【全日本中学校長会】
・8月、9月会長メモ
５ 事務局より
○都市教育長会の申し合わせについて
○令和２年度の主な行事について
他
６ 情報交換
○今年度の人事 （加配） に関する状況について
○Ｎ中等部について
○生徒指導に関する情報提供

■10月 地区代表者連絡会報告
日時 令和元年10月10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（欠席のため片倉副会長）
○挨拶
・2020東京オリンピック・パラリンピックに向け
て（おもてなしの心、生徒の観戦）
・研究部と生徒指導部アンケート調査について
（お
礼と調査結果の活用）
○当面の課題
(1)校長・教育管理職一次選考の結果発表
(2)オリンピック・パラリンピック教育の推進
(3)都中体連事務局の存続に関する課題
○連絡・報告事項
(1)連絡会報告
①東京都公立中学校ＰＴＡ協議会
②東京都公立高等学校長協会役員
(2)今年度の修学旅行の実施について
(3)東京都中学校長会研究大会について
２ 行政説明
○東京都教育庁指導部の事業概要について
東京都教育庁指導部 義務教育指導課長
中嶋 富美代 様
○次年度の教育研究員と研究開発委員会について
次年度の研究推進について
東京都教育庁指導部 指導企画課 企画推進担
当主任指導主事
片桐 あかね 様
○東京 2020 大会における中高生ボランティア
体験（仮称）参加希望調査について
東京都教育庁指導部 オリンピック・パラリン
ピック教育推進課長
伊東 直晃 様
○学校給食用牛乳の空き紙パックの取り扱いに
ついて
東京都教育庁地域教育支援部 義務教育課
健康教育担当課長
吉井 英司 様
３ 協議…なし
４ 連絡・報告事項
○役員会より…なし
○各部・各委員会より
【総務部】
・令和２年度活動方針の策定について
・研究大会案内
【会計部】
・退職予定者調査について
【教育対策部】
【研究部】
・取組の経過報告
【生徒指導部】
・調査研究アンケートについて
・生徒指導部研修会について
【人権教育推進委員会】
・人権教育推進委員会定例会の開催について
【進路対策委員会】
・入試に関する確認（情報提供を含む）
・都立選抜に関する変更点について
・施設見学会（10/21月）の案内
【修学旅行対策委員会】
・修学旅行に関する調査のお願い
○関連団体
【都中学校体育連盟】
・令和２年度春季大会・総合体育大会の予定に
ついて
【全日本中学校長会】
・10月会長メモ
５ 事務局より
○令和２年度の主な行事について
他
６ 情報交換
○台風１５号、 １９号への対応について
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各部・委員会報告
令和元年度 生徒指導部 活動概要

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

生徒指導部長 臼倉 孝弘
（葛飾区立常盤中学校長）

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

１ 活動の重点

部との連絡会への参加

(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

⑪学校防災教育推進委員会への参加

成上の諸問題に関する調査研究を行い、各学校

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

の生徒指導の充実と向上に資する。

⑬東京都安全・安心まちづくり協議会への参加

(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

⑭健康づくりフォーラムへの参加

等の関係諸機関と連携・協力し、健全育成の推

⑮少年の健全育成をめざす全都大会への参加

進にかかわる活動を行う。

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

(3) 生徒指導部会の幹事会を組織し、中心的役割

⑱ＩＣＴ教育フォーラムへの参加

を分担する。

⑲エイズ専門家会議への参加

２ 活動の具体的な内容
３ スケジュール

(1) 調査研究（役員・幹事会が中心となって役割
を分担する。
）

５月７日（火）部員総会（全日中会館）

① 悉皆アンケートの実施と集計 (９月～ 10 月）

６月27日（木）第１回定例会
（新宿区立新宿中学校）

② アンケート結果の分析・考察の検討

９月17日（火）第２回定例会

（10 月～ 11 月）
③ アンケート結果の分析・考察の報告（11 月）

（新宿区立新宿中学校）
11月５日（火）役員・幹事会

(2) 関係諸機関との連携と協力（役員が分担して

11月21日（木）東京都中学校長会研究大会に

出席する。
）

おいて調査結果の報告

①東京都公立中学校ＰＴＡ協議会の運営への協力

11月25日（月）第３回定例会

②中学生の職場体験推進協議会への参加

（新宿区立新宿中学校）

③自殺総合対策東京会議への参加

２月18日（火) 第４回定例会

④有害情報から子供を守るための対策検討委員

（新宿区立新宿中学校）

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
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教 育 課 題実践校

東 京 都 情 報モラル推 進 校
江東区立深川第七中学校長

佐川

明夫

改訂作業しては

１ はじめに

①生徒会本部で原案作成

本校は平成30年度、平成31年度東京都情報モラ
ル推進校に指定され、「規範意識を育む心の教育」

②学級討議で内容検討、意見集約

を推進している。

③中央委員会で改定案決定

インターネットは正しく安全に使うことが出来れ

④運営委員会で承認

ば大変便利な道具である。しかし、誹謗中傷やい

⑤生徒会朝礼で発表

じめ、そして事件や犯罪に巻き込まれるケースが

という手順を踏んで進めていった。学校ルー

急増しているのも事実である。

ルは一度決めても、定期的に見直しを行い、
生徒にルールの大切さを考えさせる機会をつ

子供たちにとって情報活用能力はこれからの社

くることも大切である。

会で生きていく為には必要不可欠である。本校で

学校ルールをもとに家庭ルールを作成する

はインターネットや、スマートフォンをはじめとする
ＳＮＳの利用について賢く安全に使うための指導、

取り組みを行い、家庭も一緒になり正しいス

そしてルール作りを学校、生徒会、保護者と連携

マホの使用について、考えるきっかけとなる働

を図りながら取り組んでいった。

きかけを行った。
(２) ＳＮＳ東京ノート活用
道徳授業地区公開講座の資料としてＳＮＳ

２ 推進計画の概要

東京ノートを活用した。このノートに添付して

研究主任をリーダーとして、全教員がＳＮＳ総合
対策（保護者や関係諸機関との連携）を進めてい

あるカードを活用し道徳的価値を深めた。

き、とりわけ、情報モラル教育に関しては、道徳

夏休みには教員研修として、講師の先生を

主任を中心として継続的に進めてきた。また、ＰＴ

お呼びして、ＳＮＳ東京ノートの活用について

Ａ本部を中心とした保護者の皆様の活動や、こど

御指導をいただいた。東京都より、ＳＮＳ東

もたちの現実の世界を、多様な方法で把握しつつ、

京ノートの活用の手引きが出ているが、詳細

継続的に実践を重ねていった。

な部分については記述が少ないため、今回の
研修において、教員の理解が深まった。
(３) スマホミーティングの実施

３ 具体的な取組内容

道徳授業地区公開講座の中で「スマホミー

(１) ＳＮＳ深川七中ルールの見直し
生徒会が中心となり、昨年度作成した「Ｓ
ＮＳ深川七中ルール」の改訂作業を行った。
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ティング」を行った。１学年の授業には２学
年のリーダーが参加して、話し合い活動を活

性化した。２学年の授業では保護者が参加
し、生徒と一緒になり課題について考えを深

配付した。
(５) ネットの使いすぎの防止

めた。３学年の授業には教職大学院生がリー

中学生のネットの使いすぎが問題になって

ダーとして入り、生徒と共に課題について考え

きている。平成31年度のＳＮＳ東京ノートにも

た。

ネットの使いすぎを見直すためのページが新

本年度は、近くの高等学校と連携し、高校

たに追加された。新しいページには１日の時

生をお呼びして本校生徒とスマホミーティング

間の使い方を記入するようになっており、自

を行う予定である。

分がどのくらいスマホやゲームをやっているの

また、２年生のリーダーが近隣の小学校に

か、確認ができる。自分の時間の使い方を

出向き、小学６年生とスマホミーティングを実

分析することにより、「本来やるべき事の時間

施した。現在、小学６年生のスマホの所持率

をどのくらい奪ってしまっているか」というこ

は高く、小学校のうちからスマホの適切な扱

とを自覚し、ネットを使うことによって「他の

いや日頃のルールを指導していくことが重要で

やるべき事への影響」を考えていくことがで

あると感じた。本年度も他の小学校に出向き、

きる。

小学６年生とスマホミーティングを実施する予
定である。

４ 成果と課題

(４) 保護者対象のＳＮＳ講演会の開催

＜成果＞

ＰＴＡ本部役員が中心になり、保護者対象

(１) 生徒が主体的に取り組み、自分の考えを深め

のＳＮＳ講演会を開催した。開催にあたり家
庭の実態把握のために、事前に保護者アン

ていった。
(２) 教員、生徒会、保護者が連携することにより、

ケートを実施して保護者の悩み感を共有した。

課題に対しての意識を共有することができ、

アンケートの集計を行い有識者の講師の先生

それぞれの意識が高まった。

と情報を共有し、講演を行うことにした。講

(３) ＳＮＳ家庭ルールを作成する際には保護者の

演内容としては

協力を得ることができた。

①インターネット、ＳＮＳとは

＜課題＞

②相談事例

(１) ＳＮＳ東京ノートを計画的に活用するため、３

③フィルタリングとルールづくり

年間を見通した計画を立てておく必要がある。

④インターネットのマナー

(２) 近隣の小学校や高等学校連携してスマホミー

⑤相談窓口

ティングを実施し連携の輪を広げていく。

等の話があり保護者にとっても有意義な講演

(３) ＳＮＳ深川七中ルール見直し後の検証方法を

会になった。

工夫する必要がある。

また、ＳＮＳ使用に関するチラシを全家庭に
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『私の学校経営』

～夢や希望をもって卒業できる学校を目指して～
清瀬市立清瀬第二中学校長

１

３

本校の概要

荒川

徳子

学校経営で心がけていること

本校は開校54年目を迎えました。50周年を

私が生徒にも教員にも求めていることがあ

迎えた年に大規模改修工事が終了し、校舎が

ります。１点目は「笑顔」どんな時も笑って

きれいになりました。それと同時に生徒が落

いなさい、ということです。笑顔になれない

ち着きました。環境がいかに大切であるかを

時もあります。それでも微笑みなさい、そう

再認識させられました。生徒は素直で子供ら

すれば必ず良いことがある、と言い続けてい

しい子供です。教員も常に生徒に寄り添いな

ます。ですから私自身も常に笑顔でいること

がら、日々成長しています。

を心がけています。忙しさも極力見せないよ

２

うにしています。笑顔でいれば職員室内も笑

目指す学校

本校の学校目標は「愛情
つちかう

学力

いで溢れます。生徒も明るい雰囲気になりま

より豊かな心を

より深く自ら学ぶ

す。明るさで言えばどこの学校にも負けない、

勤労
より

という自負があります。そして１日１回は教

たくましく心身をきたえる」です。スローガ

職員全員に声をかけるようにしています。２

ンを「一人一人が主役

点目は、「プラス思考で」ということです。

よりよくはたらき責任をはたす

健康

～夢や希望を抱き自

信をもって卒業できる清瀬二中～」としてい

ともかくマイナスな発言はしないように教員

ま す。こ の ス ロ ー ガ ン にNPOのLife Skill for

に話しています。ですから「無理」だの「で

Studentsの代表が共感され、３年前から一緒

きない」だのと教員が言えばすぐ指摘するよ

にライフスキル教育を行っています。１年目

うにしています。もちろん生徒たちにもその

はNPOの方とともに教員の授業力を向上させ

ことは事あるごとに伝えます。「無理だとい

るための研修会を行いました。さらに指導主

えばできなくなる。だから言わない。ともか

事や他校の管理職にも各教科授業を参観して

くやってみること。」と言っています。何事

いただき、その後指導もしていただきました。

にも前向きに取り組む生徒が多くなりました。

そして自分たちで「清瀬二中教員の五力」を

最後に私自身が心がけていることは、「寄り

作り、それを意識しながら日々授業を行って

添う」ことです。生徒にも保護者にも寄り添

います。２年目から１年生が各クラス、３～

いますが、忘れてはいけないことは、教員に

４人でビジョンセッションをしています。３

も寄り添うことだと思っています。そして

年 目 の 今 年 は １ 年 生 と ２ 年 生 で 行 い ま す。

「ありがとう」という感謝の気持ちです。現

NPOの方も公教育に初めて関わるということ

在このように落ち着いているのも教員の頑張

で、内容については、我々教員と話し合いを

りがあったから、地域の方の温かい応援が

重ねながらよりよいものにしていっています。

あったからです。常に「ありがとう」を忘れ

試行錯誤ではありますが、卒業時に全員が夢

ず、今日も頑張っていきたいと思います。生

や希望をもって卒業できるよう取り組んでい

徒も教員も保護者も「清瀬二中で良かった！」

ます。

と胸張って言えるように。
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『随想』

たくさんの出会いに感謝
西東京市立田無第二中学校長

新しい担任や友達と出会う始業式にはよく

井上

雅子

う意味です。思いがけず遭遇した出来事や、

「一期一会」という四字熟語を使って生徒に

思いがけない出会いに恵まれたこと、それら

話をしてきました。「一会」とは一度の出会

を活かして自分の道を切り開いたという竜馬

いという意味です。人と人との出会いは一度

の生き方が、手紙で最も使った「はからずも」

限りの大切なものといった意味で使われる言

に表れているのではないかというのです。

葉がこの「一期一会」です。元々は茶の湯の

人生では思いがけず様々な出会い、様々な

教えを説いた言葉ですが、たとえ今後、幾度

出来事があります。悲しいこと悔しいこと、

かの茶会を開く機会があるとしても、この茶

苦しいこと、楽しいことがあります。しかし、

会と全く同じ茶会は二度とないということで

坂本竜馬のようにそのたくさんの出会いで希

す。人間関係に言い換えれば「出逢えたこと

望や目標をもったり、挑戦する意欲をもった

に感謝しなさい」という意味になると思いま

り、自分を成長させることができたらと思い

す。新学期を迎え新しい出会いがよい出会い

ます。

であり、またそれを自分の成長のきっかけに

このように生徒には、出会った人、出会っ

なるよう期待して話しています。そんな出会

た出来事を自分の成長の糧にして生活してい

いを自己の成長にした有名な人がいます。Ｎ

こうと折に触れて話してきました。

ＨＫの歴史番組の内容を参考に講話で話した

私自身もたくさんの出会いを経験して成長

ものです。

させてもらい今にいたっています。

江戸時代末に活躍した坂本龍馬、歴史を大

初めての担任になった時、「先生にとって

きく変えた人物ですが、龍馬はたくさんの手

は多くの生徒の一人でしょうけど私にとって

紙を残しています。姉の乙女さん、奥さんの

はたった一人の大事な子供なんです」たしな

お龍さんなど家族には近況報告を、また時の

めてくださった保護者、「子ども達に本当に

有力者への手紙は、こんな国を作ろうという

力をつけて社会に出してやりたいんだ」と学

新しい考え方にあふれた内容です。竜馬の手

力向上の研究発表を前に研究主任の私を叱咤

紙は、紙いっぱいに字を書き、時にはイラス

激励した教頭先生、「管理職になることは、

トありと大変ユニークな手紙で、竜馬のおお

これまで育ててもらった力を子どもと若い後

らかさや素直さ、人を思う細やかさを表して

輩に恩返ししていくことなんだ」と管理職試

いるといえます。

験に肩を押してくださった校長先生。数えき

さて、竜馬の手紙を研究している研究者が、

れない出会いがあって今の私があります。こ

竜馬が最も多く使っている言葉は何かと調べ

れまでの出会いに感謝するとともに、これか

ました。竜馬の手紙全部を読むと、最も使わ

らも東京都の子どもたちのために、若い先生

れている言葉は「はからずも」という言葉で、

たちのために全力で学校経営にあたっていき

はからずもというのは、「思いがけず」とい

ます。
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わが市
わが町の
教育

「板橋区の教育」
板橋区立中台中学校長

宮澤

一則

板 橋 区 で は、
「い た ば し 学 び 支 援 プ ラ ン

い活動を積極的に活用し、振り返りを行うと

2021」に 基 づ い た 教 育 を 展 開 し て い ま す。

いう流れを示したもので、区内の小中学校す

「つなぐ

つなげる

べてで実践しています。

つながる」をキーワー

ドに、校種を超えたつながり、学校と保護者

また、板橋区には「板橋アカデミー」とい

や地域とのつながり、学校と民間企業や教育

う夜の自主研修があり、区の教育委員会が月

委員会とのつながり等を進めているところで

に１回講師を招いて、実施しています。「読

す。主な取り組みとしては、「保幼小接続教

解力」の新井紀子先生、文部科学省の合田哲

育・小中一貫教育」「板橋区コミュニティ・

雄先生など、なかなか直接お話を伺えないよ

スクールの導入」「教職員の働き方改革」が

うな方たちが講師を務めてくださり、毎回、

３つの柱となっています。平成22年度から、

教員のほか区民や学生など200名近くが参加

板橋区では「学びのエリア」という連携の範

しています。

囲を定め、中学校とその学区域にある小学校

区 内 に は、22の 中 学 校 が あ り、校 長 会 の

との連携を進めてきました。これを母体にし

チームワークは、よいと思います。毎月の校

て、小中一貫教育をさらに進める予定です。

長連絡会では、教育に関する議題のほかに、

「読み解く力」についても、区内の小中学校

情報交換の時間があり、校長として役立つ情

で 取 り 組 ん で い る と こ ろ で す。「板 橋 区 コ

報が毎回提供されます。最近では、「働き方

ミュニティ・スクール」も地域を巻き込んだ

改革」と結びついた採点ソフトについて、区

事業として、学校と地域が一体となった学校

内の中学校で先行導入した様子を報告しても

経営を進めるための機関となり、機能し始め

らいました。このほか、同時通訳できるソフ

たところです。「働き方改革」では、各学校

トの紹介などもありました。また、校長とし

に在校時間を調べるためのカードリーダーが

て相談したい内容も、ここで尋ねることがで

設置されたり、午後６時30分になると自動音

きます。例えば、通信制の中学校に通学して

声に切り替わる電話を試験的に導入したり、

いる生徒について、出席の扱いをどうするか

少しずつ進んでいます。

など、区内の中学校で、統一すべき事項を協

板橋区の課題としては、学力向上がありま

議して決定するなどしています。台風の対応

す。基礎学力の定着と学力向上のために小中

についても、各学校の状況を聞き取り、課題

学校校長会で取り組む内容を定め、区内で実

となったことを整理し、改善につなげること

施しているところです。この中では、すべて

ができました。さらには、消費税アップのた

の小中学校に整備されたタブレットＰＣや電

め、修学旅行費の予算額の引き上げなど、校

子黒板、実物投影機などのICT機器の積極的

長会の要望を全体でまとめ、代表校長会にお

活用や「板橋区授業スタンダード」の徹底な

いて教育委員会へ提案するという流れもでき

ど も 含 ま れ て い ま す。「板 橋 区 授 業 ス タ ン

ています。

ダード」とは、授業のめあてを示し、話し合
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