
 

 
 

 校長室と松溪モンスター  
校 長  水野 英利 

 
ようやく春が来ました。新入生を迎えて心弾む子どもたちの躍動をひしひしと感じます。今年度もよ

ろしくお願いいたします。 

４月１１日、月曜日の午後。校長室の前には人の群れ。新入生の校内巡りがありました。担当の先生

が隣にある職員室に来たときの所作や廊下にある配布棚の説明を行っています。私は不意にその時間を

共有したくなり、仕事の手を休め校長室の扉を開けました。驚いた子どもたちは、私の姿を見て一瞬ひ

るんでいるようでした。そこでニコッと微笑みかけると、会釈を返してくれました。自席に戻るともう

慣れたのか、今度は中を覗き込む生徒がいました。それを見た担当の先生が「校長先生、中に入っても

いいですか」というので、私も思わず「どうぞ、どうぞ」と答えました。すると「よっしゃ」とばかり

に元気な子どもたちが飛び込んできました。そして、その後を続き、ぞろぞろと人の波が押し寄せまし

た。「校長先生のお仕事の邪魔をしないように」先生の声がむなしく響きます。仕事なんかできません。

でも、子どもたちは何やら楽しそう。一歩進むたびに上下左右と無作為に動く首の動きに私も思わず笑

っていました。その時でした。担当の先生がこう言ったのです。「ここはめったに来るとこじゃないん

だよ。ここに来るときはあんまりいい時じゃないから、何度も来ることがないように・・・。」実にマ

イナスイのメージでした。開かれた校長室が頭のどこかにあった私にとって、少々ショックな一言でし

た。「これでしばらく子どもたちは、校長室には近づかないな」。そう思うと笑顔が固まりました。子ど

もたちが去ったあと自戒の念が襲いました。校長室の在り方を変えなければ。一つ課題が見つかりまし

た。 

天真爛漫に見える新入生に、私は入学式で「松溪モンスター」の話をしました。中学生になったらモ

ンスターと戦わなくてはいけない。月夜の晩に出てくるような眼光鋭いそのモンスターは、「冷たく」

「厳しく」「欲張り」なモンスターなのです。私はそれぞれの頭の文字を取り「つ・き・よ」（月夜）と

して性格を伝えました。一緒に聞いていた２・３年生は、その存在をきっと確かめたことでしょう。対

抗手段は「つ・き・よ」に対して「あ・さ・に」（朝に）でした。「明るく」「さわやかに」「人間らしく」

することで松溪モンスターは撃退できる。月夜の闇に対して朝の光が功を奏するわけです。でも、こう

も言いました。松溪モンスターは敵のように見えるが本当は敵ではないと。皆さんの成長を心から願う

モンスターであることをわかってくれたでしょうか。 

子どもたちは、これからたくさんの困難に突き当たることでしょう。そのたびに出てくるモンスター

との戦いで疲れ、傷つくこともあるかもしれません。でも、大人が代わりに戦ってはなりません。攻略

術が身に付かなければ子どもを不幸にしてしまいます。やさしく見守ってください。察すればきっと、

モンスターと肩を組んで歩くお子さんが見えるはずです。 

 
 

 

４月 ２５日 (月) 生徒集会 

２６日 (火) 専門委員会 

２８日 (木) 離任式・内科検診（１年） 

５月 ２日 (月) 朝礼・安全指導、中央委員会 

６日 (金) 部活動保護者説明会 

９日(月)～１１日(水) フレンドシップスクール(１年) 

１２日 (木) 避難訓練、内科検診（２年） 

１３日 (金) 耳鼻科検診、尿検査（１次） 

１４日 (土) 土曜授業公開（ICT授業公開） 

１６日 (月) 生徒総会 

１７日 (水) 区学力調査 

１９日 (木) 内科検診（３年） 

 

                    
 
 
 
 
 
 

新入生１０９名を迎え、入学式を行いました。３年間責任
をもって育てていきます。今年度も、４クラスのスタートで
す。 

 

 

【４月の松溪中】 

 

平 成２８年 度 

杉並区立松溪中学校 

 

 

http://www.suginami-school.ed.jp/shoukeichu/ 
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校長： 水野 英利   副校長： 小松 進一 

主幹教諭：相澤 祥隆（１学年主任）・立花 忠司（教務主任）・藏石 敏瑞(進路指導主任)・西川 孝夫（生活指導主任） 

主任教諭：林  円 ・ 加藤 入馬 ・ 田代 文子 ・ 澤田 江利子 ・ 山邉 美奈子（保健主任） 

  ◎学年主任 ○担任 

 第１学年（４学級） 第２学年（４学級） 第３学年（３学級） 

国 語 林  円 時末 彩加○Ｂ組  

社 会 加藤 入馬○（Ｂ組） 南 洋徳○Ａ組 田島 武人○Ｂ組 

数 学 相澤 祥隆◎○（Ａ組） 田代 文子◎ 立花 忠司 

飯田 峻広 

理 科 藏石 敏瑞（進路指導主任） 甲斐 俊哉○Ｃ組  

音 楽 糟谷 小枝子○Ｄ組   

美 術   菊池 美樹 

保健体育 山内 紗世（育休） 

嶋田 唯（育休代替） 
西川 孝夫（生活指導主任）  

技 術   加藤 誉章○Ｃ組 

英 語 加藤 久子○（Ｃ組） 内田 章子○Ｄ組 

丸山 凌侑 
澤田 江利子◎○Ａ組 

養 護 山邉 美奈子（保健主任） 

講 師 国語科：風間 美江、 理科：伊藤 美和、木内 聰子、 保健体育科：渡口 聖仁、 家庭科：小林 彩 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 椎名 美恵子 

学校司書 後藤 愛子 

事 務 （都）杉本 浩章、 （区嘱託）武者 由紀枝、 尾崎 英眞子 

用 務 大谷 明美、 （区再任用）田島 達規 

栄養士 （区嘱託）千原 恵子    

調 理 （東京フードサービス株式会社） 

警 備 （セントラル警備保障株式会社と杉並区シルバー人材センター派遣） 

校 医 都筑 慶子（内科）、佐藤 実佐子（眼科）、増野 肇（耳鼻）、藤島 明（歯科）、飯田 典子（薬剤師） 

 
 

 

転 
 

出 

主任教諭 田所 桂太 練馬区立石神井中学校へ 

教諭     飯塚 修爽     立川市立立川第一中学校へ 

教諭     中島  武      町田市立薬師中学校へ 

教諭     武藤 美樹     目黒区立大鳥中学校へ 

事務主事  角田 高則     江戸川区立松江第一中学校へ 

用務技能主任 青木 弘美   杉並区立東田小学校へ 

用務技能主任 田中 誠二   杉並区立高井戸第二小学校へ 

スクールカウンセラー  渋谷 園枝   渋谷区立笹塚中学校へ  

転 
 

入 

主幹教諭  相澤 祥隆    杉並区立荻窪中学校より 

主幹教諭  西川 孝夫    練馬区立開進第二中学校より 

主任教諭  加藤 入馬    渋谷区立上原中学校より 

教諭     加藤 久子    杉並区立和田中学校より 

事務主事  杉本 浩章    練馬区立石神井中学校より 

用務技能主任  大谷 明美 杉並区立杉並第二小学校より 

スクールカウンセラー 椎名 美恵子   

退 
 

 

職 

産育休代替教員 中瀬古 淳   

 

 

 

 

 

採 
 

 
 

用 

教諭 飯田 峻広 新規採用 

教諭 丸山 凌侑 新規採用（期限付任用） 

非常勤講師 風間 美江 （国語） 

非常勤講師 伊藤 美和 （理科） 

非常勤講師 木内 聰子 （理科） 

非常勤講師 渡口 聖仁 （保健体育） 

非常勤講師 小林 彩  （家庭） 

 

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 


