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新しい自分に出会う―成長に気付くセンサーを磨こう― 

                 校長 赤荻 千恵子 

―松溪中生の強み－ 
平成２９年度の始業式や入学式は、桜が満

開でした。松溪中生の顔にも、「新しい気持

ちでがんばる」という心意気が溢れ、頼もし

く思いました。 

私は、今年度、松溪中学校に赴任しました、

赤荻千恵子と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

さて、４月に私が、最初に出会った松溪中

生は、陸上部の男子生徒でした。さわやかに

挨拶をしてくれて、心が軽くなりました。ま

た、校舎に慣れない私を、目的の場所まで案

内してくれる生徒もいて、何度もうれしい気

持ちになりました。松溪中生の素敵なところ

を次々に発見できることに、心躍らせている

毎日です。 

温かい笑顔での挨拶は、他者に自分の意識

や心が開いているからできるのです。これは

とても大切なことですが、なかなかできない

ことです。松溪中生の皆さんの「強み」です。 

新しいクラスメイトに、微笑んで自分から

声を掛けてみましょう。互いの笑顔が、元気

とやる気を起こします。「松溪しぐさ」の中

にも「にこっと笑おうほほえみしぐさ」「気

づいてあげよう目配りしぐさ」があります

ね。素敵だと思います。 

―学ぶことは気付くことから－ 

「学び」は、教科の勉強だけでなく、毎日の

生活全ての中にあります。ここで言う「学び」

とは、新しい気付き・発見と言い換えること

もできます。それは、クラス・委員会・部活

等の活動にも、給食や清掃の時間にも、いっ

ぱい詰まっています。日常の生活の中で、頭

や心のセンサーをたくさん働かせると、自分

の成長を感じることができるようになりま

す。そうなると、やる気が出てきます。 

 

 

 

 

―「新しい自分」に出会う秘訣－ 
入学式で、新しい自分に出会うための秘訣

として、「自分を好きになること」「結果は

すぐには出ないから気長に挑戦すること」を

お話ししました。 

「気長に挑戦」を続けるための方法の一つ

に、「トライ＆エラー」があります。挑戦と

失敗を繰り返しながらも、自分がやりたいこ

とを続けてほしいと思います。頑張っても、

うまくいかないときはよくあります。実は、

うまくいかないときの心持ちが一番大事で

す。早々にあきらめたり、言い訳を探したり、

はたまた、人のせいにしたりしては、前進ど

ころか、後退してしまいます。 

失敗をしても、「こんなときもあるさ。何

度でも、挑戦しよう」「ここが、私の伸びる

チャンスだ」と思い直すことで続けていって

ほしいと思います。 

そんな日常を、一人一人が心を込めて生活

することで、「今日も学校に行ってよかった」

と思えます。日常の小さな一つ一つを大切に

することこそが、実は、今、あなたが心に描

く「今年度こそは」という決意や希望を実現

するためのエネルギーになるのです。 

―よろしくお願いします― 
本年度は、「松溪中に集う全ての人にとっ

て学びのある学校」を目指す学校像として、

努めてまいります。 

一人一人の子どもが、新しい自分、なりた

い自分に出会えるような、多様な学びの場を

設定したいと考えます。松溪中に集う生徒・

教職員や保護者・地域の方々が、共に考え、

共に意見を出し合うことで、松溪中学校を大

きく成長させていけると確信しております。 

本年度も、松渓中学校に、ご支援・ご協力

をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 



 
 

 
 

校長： 赤荻 千恵子   副校長： 小松 進一 

主幹教諭： 藏石 敏瑞（研究主任）・西川 孝夫（生活指導主任） 

主任教諭： 大内 久美子・加藤 入馬・田代 文子・宮下 加代子・山根 真砂子・澤田 江利子 

主任養護教諭： 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（３学級） 第３学年（４学級） 

国 語    大内 久美子◎ 時末 彩加○（Ｂ組） 

社 会 田島 武人○（Ｄ組） 加藤 入馬（教務主任）○（Ａ組）  

数 学 高橋 正敏 飯田 峻広○（Ｂ組） 田代 文子◎ 

理 科  藏石 敏瑞（研究主任） 甲斐 俊哉○（Ｃ組） 

米田 靖夫 

音 楽  宮下 加代子  

美 術 菊池 美樹○（Ｂ組）   

保健体育 山内 紗世  西川 孝夫（生活指導主任） 

技 術 川瀬 雅士○（Ｃ組）   

英 語 澤田 江利子◎○（Ａ組） 加藤 久子○（Ｃ組） 

 

内田 章子○（Ｄ組） 

山根 真砂子（進路主任）○(Ａ組) 

養 護 山邉 美奈子（保健主任） 

講 師 国語科：中井 知子、 社会：吉田 真由美、 数学：利根川 裕之、 保健体育科：末永 侑、  

家庭科：小林 彩 

学習支援教員 吉留 律子  

学校司書 後藤 愛子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 椎名 美恵子 

事 務 （都）杉本 浩章、 （区嘱託）尾崎 英眞子、 内海 千香 

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）、石川 実佐子（眼科）、増野 肇（耳鼻）、藤島 明（歯科）、飯田 典子（薬剤師） 

 
 

 

転 
 

出 

校長        水野 英利   杉並区立天沼中学校へ 

主幹教諭   相澤 祥隆   東大和市立第四中学校へ 

主任教諭   林   円   目黒区立第九中学校へ 

教諭     糟谷小枝子   台東区立柏葉中学校へ 

教諭     加藤 誉章   品川区立富士見台中学校へ 

教諭     南  洋徳   中野区立第四中学校へ 

産育休代替  嶋田  唯   東京都立八王子盲学校へ 

期限付任用  丸山 凌侑   中野区立北中野中学校へ  

事務嘱託員  武者由紀枝   杉並区立西宮中学校へ 

 

転 

入 

・ 

復 

帰 

校長     赤荻千恵子  杉並区立井荻中学校より 

主任教諭   大内久美子  杉並区立富士見丘中学校より 

主任教諭   山根真砂子  杉並区立荻窪中学校より 

主任教諭   宮下加代子  多摩市立和田中学校より 

教諭     高橋 正敏  昭島市立清泉中学校より 

教諭     川瀬 雅士  大島町立第一中学校より 

非常勤教員  米田 靖夫  杉並区立阿佐ヶ谷中学校より 

教諭     山内 紗世  育休明け復帰 

採
用 

主幹教諭    藏石 敏瑞（再任用フルタイム） 

学習支援教員  吉留 律子 

事務嘱託員   内海 千香 

     退
職 

   退 
 

 

職 

主幹教諭   藏石 敏瑞  

 

採
用 

非常勤講師  中井 知子（国語）     非常勤講師  吉田真由美（社会）     非常勤講師   利根川裕之（数学） 

非常勤講師  末永  侑（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 


