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新入生歓迎会 

４月号 

１９日発行 

○自 学 ・自 立 

○思いやり・感謝 

○鍛 練 

一新しい年度のスタート一 

4月 9日は、心地よい青空と桜吹雪の中での入学

式となりました。新入生は、松溪中の制服に身を包

み、緊張した面持ちでした。入学式の呼名では、き

りっとした顔で起立し、中学生になった心意気がみ

なぎっていました。 

また、１２日に開かれた新入生歓迎会では、上級

生が、学校行事や委員会活動について説明をしまし

た。１年生に、どうしたら伝わるかを工夫した分か

りやすい発表でした。また、部活動紹介では、各部

とも趣向を凝らしてアピールし、和やかな会となり

ました。１年生は、よく考えて、委員会や部活動に

積極的に参加してほしいと思います。 

一プラス思考で前を向く－ 

さて、入学式でも触れましたが、新学期を機に、

何事も「プラス思考」で考えることを提案します。 

例えば、短所だと思っていることも、見方を変え

れば長所になります。「落ち着きがない」と言うと短

所になりますが、「エネルギーがある」ととらえれば、

立派な長所です。 

そうやって、自分のことをプラス思考で受け止め

られるようになると、友達の良さも見えてきます。

周りの人から、今まで気付かなかった見方や考え方

を学ぶこともできるようになります。 

国語科の教科書に掲載されている『のはらうた』

の作者工藤直子さんは、著書『まるごと好きです』

に次のように書いています。工藤さんは、友達のこ

とはまるごと好きになれるのに、自分のことは、短

所ばかりが気になって、自分はだめだと思っていま

す。そんなときに「自分自身と親友になること」「自

分と付き合うのって一生もの。一番付き合いの深い

自分と仲良くやれなくて、他の人と仲良くできるの

かなあ」と言った友達の言葉にはっとするのです。 

短所は長所です。自分と仲良くして、穏やかな時

間を過ごせるようにできたらいいと思います。 

 

 

－挨拶は、松溪中生の品格－  

クラス替えにより、新しいメンバーになり、戸惑

っている生徒も少なからずいると想像します。そん

なときは、気後れするとも思いますが、勇気を出し

て、「おはよう」「ありがとう」と声をかけてみまし

ょう。 

相手から挨拶が返ってきたら、急に心が軽くなり

ます。それは、挨拶には「あなたの存在を認めてい

ますよ」という意味が込められているからです。生

活指導面からも「挨拶をしなさい」とよく言われる

と思いますが、挨拶は、規則として強制的にするも

のではありません。礼儀を越えて、気持ちを交わし

合うためにするものです。だからこそ、挨拶をされ

たり、返ってきたりすると、一気に明るい気持ちに

なるのです。 

新学年を迎え、教員はもとより、松溪中学校に携

わる多くの方々との新しい出会いがあります。松溪

中学校の中で出会う方は、松溪中学校に関連のある

方です。分け隔てなく挨拶をすることで、松溪中生

の品格を形として示してほしいと願っています。 

一「夢見る力」を静かに心に満たす－ 

新しい学年になって、「夢や目標に向かって、今度

こそは頑張ろう」というように意欲は十分あるの

に、心のどこかで「本当は実現できないかもしれな

い」という不安が顔をのぞかせるときはありません

か。そう思うと、言葉通り、実現が遠のいてしまい

ます。だれでも、最初から自信はもてないものです。 

ところで、夢を見るためには「力」が必要になり

ます。その「力」とは、「知識」、「体力」、そして「夢

をもち続ける頑丈な心」です。 

口にしてもしなくても、松溪中生の一人一人の心

の中には、いろいろな夢や考えが詰まっています。

それを、心の中に大切に抱えもち、ゆっくり時間を

かけて醸成していくことが実現のための大きな力

になります。松溪中生は、それができる根気強さを

もっていると私は考えています。 
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校 長  赤荻 千恵子   副校長  山下 慎吾 

主幹教諭 大内 久美子（教務主任）  藏石 敏瑞（研究主任）   西川 孝夫（生活指導主任） 

主任教諭 加藤 入馬（３学年主任）   日下部 加寿代（２学年主任）   関 有希子 

永関 大地  山根 真砂子（進路指導主任） 

 １学年(３学級) ２学年(３学級) ３学年(４学級) 

国 語 時末 彩加（B組担任） 大内 久美子（B組担任）  

社 会 
 永関 大地（C組担任） 加藤 入馬 

（学年主任 D 組担任） 

数 学 
飯田 峻広（C組担任） 難波江 和子 

浜村 寿美恵 

高橋 正敏 

理 科 藏石 敏瑞  白木 直博 

音 楽   関 有希子（C組担任） 

保健体育 
小中 知哉 

（学年主任 A 組担任） 

西川 孝夫  

技術・家庭 中村 眞理子  川瀬 雅士（A組担任） 

英 語 
久保 大空 日下部 加寿代 

（学年主任 A 組担任） 

加藤 久子（B組担任） 

山根 真砂子 

養 護 本澤 優香 

非常勤教員 中村 眞理子(家) 

区補助教員 浜村 寿美恵(数) 

副校長校務支援員 椎名 直幸 

学習支援教員 吉留 律子 

講 師 
中井 知子(国)、宇津木 道子(美)、小林 由美子(美)、 

秋山 理紗(美)、澁谷 千紘(体) 

スクールカウンセラー 椎名 美恵子 

学校司書 新木 敦子 

事 務 
杉本 浩章(都)、森 由佳子(区嘱託)、 

内海 千香(区嘱託) 

栄養士 深津 惠子(区嘱託) 

調理業務 日本給食株式会社 

用務・警備 武翔総合管理株式会社 

機械警備 セントラル警備保障株式会社 

校 医 
都筑 慶子(内科)、石川 実佐子(眼科)、 

増野 肇(耳鼻科)、与謝野 明(歯科)、飯田 典子(薬剤師) 
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副校長     小松 進一  杉並区立東原中学校長 昇任 

教諭      田島 武人  千代田区立九段中等教育学校 

教諭      菊池 美樹  府中市立府中第八中学校 

教諭      山内 紗世  中野区立第七中学校 

非常勤養護教員 村田 伊佐子 杉並区立井草中学校 

図書館司書   後藤 愛子  杉並区立東田中学校 

事務嘱託員   尾崎 英眞子 杉並区立和泉中学校 

栄養士委託員  千原 恵子  杉並区立松ノ木小学校 

非常勤講師   小川真也子 佐藤愛 小林彩  

転 
 

入 
 

副校長    山下 慎吾  練馬区立豊玉中学校主幹 昇任 

主任教諭   永関 大地  三鷹市立第六中学校 

教諭     白木 直博  府中市立府中第四中学校 

非常勤教員  中村 眞理子 府中市立府中第五中学校 

図書館司書  新木 敦子  杉並区立大宮中学校 

事務嘱託員  森 由佳子  杉並区立堀之内小学校 

栄養士嘱託員 深津 惠子  杉並区立松ノ木中学校 

副校長校務支援員  椎名 直幸  

退
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退
職  退 

 
 

職 

  

主事      大谷 明美  杉並区立和田小学校 

非常勤教員   米田 靖夫     

主事      田島 達規 

採

用 

教諭     久保 大空  新規採用 

非常勤講師（美術） 宇津木道子 小林由美子 秋山理紗      

非常勤講師（保健体育） 澁谷千紘 

 

今年度の教職員の紹介を
いたします 

よろしく 
お願いいたします 


