
 今年から、完全実施される学習指導要領では、 

① 実際の社会や生活で生きて働く｢知識・技能｣ 

② 未知の状況にも対応できる｢思考力・判断力・表 

現力」 

③ 学んだことを人生や社会に生かそうとする｢学

びに向かう力、人間性など｣ 

の 3 つの資質・能力を育成することが求められてい

ます。そして、 

①「知識・理解」 

自分が持つ知識・技能と関連付けたり活用した

りする中で、他の学習や生活の場面でも活用でき

る程度に概念等を理解し、技能を習得しているか。 

 ②「思考・判断・表現」 

  各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決

する等のために必要な思考力、判断力、表現力等を

身に付けているか。 

③「主体的に学習に取り組む態度」 

  知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表

現力等を身に付けるために、自らの学習状況を把

握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自

らの学習を調整しながら、学ぼうとしているか。 

の、この３つを観点として、学習状況を評価すること

になりました。 

 はるか昔に、太田道灌をうならせた山吹の花の少女

には、これらの力は備わっていたのでした。 

 ただ、昔と現代では、知識や技能の中身は、大きく

違います。これからの時代は、基本的な各教科の知識

や技能の上に、コミュニケーション力（外国語を操る

力を含む）やＩＣＴの活用力、数理の能力などの技能

が、求められていくでしょう。そして、これから起こ

ることを予測し、未知で未体験なことに対処してい

く「思考力・判断力」、自分の考えや方法を皆に理解

させるための「表現力」などが、自分の未来に必要な

力です。それらを自分のために身につけるべく、進ん

で楽しく「学ぶ」ことが、「主体的に学習に取り組む

態度」になります。 

 学んだ力が、生徒た 

ちが未来を生きる力に 

なって欲しいものです。 

私たちも、そのために 

力を尽くしていきます。 
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4 月号 

○自 学 ・自 立 

○思いやり・感謝 

○鍛 錬 
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K E I 

U 

離任式(4 月 23 日) 

 東京駅の南にある「東京国際フォーラム」は、様々

なイベントが行われる東京有数の施設です。その１

階に、戦国時代の武将「太田道灌（おおたどうかん）」

の銅像が立っています。 

彼は、江戸のお城を整備し、 

今の東京の元を作りました。そ 

れで、旧都庁があった頃から、 

ここに置かれています。 

さて、その「太田道灌」には、 

こんなお話が残っています。 

 ある日、彼は、武将たちの間 

で流行していた「鷹狩（たかが 

り：戦闘訓練と運動のために、 

大勢で小動物を追い詰めて鷹に 

捕まえさせる狩り）」に出かけました。 

その途中で雨が降り出し、雨宿りがてら一軒の農

家に寄りました。出てきた若い娘に、蓑（みの：藁で

できたレインコート）を貸してほしいといいました。

娘は、黙って一輪の山吹（やまぶき）の花を差し出し

ました。太田道灌は、意味が分からないまま、腹を立

てて江戸城（今の皇居）に帰りました。 

 城に帰り、そのことを家臣に話すと、ある家臣が、

それは、ある歌集に載っている天皇の皇子が作った、 

「七重八重花は咲けども山吹の 

実の一つだになきぞ悲しき」 

という和歌を指しており、八重の花を咲かせる山吹

に「実の」できないことと貧しい家で「蓑」がないこ

とをかけて、そっと太田道灌に「蓑」を貸せないこと

を伝えようとしたのではないかと言いました。元の

和歌も知らず、その意味にも気づけなかった太田道

灌は、それを恥じて和歌の勉強に励み、有名な歌人た

ちがやってくるほどになったと言われています。 

 これは伝説です。しかし、この中に、「学ぶ」とい

うことについての重要なヒントがあるのです。 

例えば、八重の山吹に実がならないとか、昔の歌集

に山吹の歌が載っているという知識、また、歌や言葉

を操る技能、貧しいゆえに「蓑」がないことを暗にわ

かってもらおうという方法を選ぶ感性や思考力、ど

んなふうに伝えたら相手を怒らせずに、柔らかに断

ることができるかを判断する力、自ら好んで和歌を

学ぼうとした向上心、それらが結集して、このエピソ

ードは生まれました。 

学んだ力を未来に生かす―新しい三つの観点― 
校長 辻 成一郎 

 



 

 

 

 中学校には部活動があります。1 年生は「仮入部」期間であれば、様々な部活動に参加することができます。部員数

の少ない部活動にとっては、1 年生は貴重な新戦力。1 年生は 3 年間続けられる部活動を見つけることができればと

思います。コロナ禍において、感染防止対策を行いながら、部活動を楽しんでいきましょう。 

 
             昨年度末で松溪中学校を離れた先生方をお迎えしての離任式が 4 月 23 日（金） 

               に実施されました。数学の難波江和子先生と事務の杉本浩章さんの 2 名が出席され 

ました。コロナ禍のため校歌斉唱はＣＤでしたが、先生方の入退場では、吹奏楽部の

素晴らしい演奏が披露されました。3 年生代表の感謝の言葉も立派であり、温かい雰囲気の離任式でした。離任され

た先生方、新天地でのご活躍を祈念いたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校運営協議会（ＣＳ：コミュニティ・スクール）は、地域や保護者と学校と 

                 の組織的・持続的な連携・協働体制を構築するために設置されています。学校

内では解決できない様々な課題を地域と連携しながら、解決を目指していく会です。 

 メンバーは学識経験者、校長推薦、公募者で構成され、校長、副校長を含め、年 

間 10 回実施されます。今後、学校運営協議会で話し合われた内容は、本校のホー 

ムページに掲載していく予定です。また会議はどなたでも見学することができます。 

 今年度の開催日時は以下になります。開始時刻はいずれも 16時からです。 

 

第 1回  5 月 24日（月）   第 6回 １１月 15 日（月） 

第 2回  6 月 21日（月）   第 7回 １２月１３日（月） 

第 3回  7 月 19日（月）   第 8回  １月１７日（月） 

第 4回  9 月 13日（月）   第 9回  ２月 14 日（月） 

第 5回 １０月１８日（月）   第 10 回 ３月  7 日（月） 

 

 

 

 

松溪中学校に赴任したころは、まだ旧校舎も残っていて理科室はプレ

ハブ校舎にありました。その頃の生徒はとても元気で実験道具で遊ぶこ

ともありましたが、理科が好きなようでした。11年間、生徒に恵まれ

ました。松溪中学校の生徒たちは、理科好きで、特に実験に対する探究

心に優れていました。科学創意工夫展（サイエンスグランプリ）では「教

育長賞」を３回も頂き、都中学理科生徒研究発表会においても、「最優

秀賞」を頂いた事が、記憶に残っています。松溪中学校の教員で良かっ

たと思っています。長い間、ありがとうございました。藏石敏瑞（理科） 

                       

 

 

松溪中学校には 3 年間お世話になりました。杉

並区内への勤務は初めてでしたが、人にも環境にも

恵まれ、幸せな 3年間を過ごすことができました。

ありがとうございました。4 月より板橋区立板橋第

二中学校に勤務しています。久しぶりに一年生の担

任になり、生徒とともにフレッシュな気持ちで毎日

を過ごしています。松溪中学校の皆さんもお体に気

をつけてご活躍ください。  難波江和子（数学） 

                                          

皆さんお元気で学校生活を楽しんでいらっしゃいますか。私こと、杉

本浩章は、４月１日から、杉並区立井荻中学校という学校で事務をさせ

ていただくことになりました。規模的には松溪中学校より大きな学校で

、毎日何が起こるかドキドキしています。皆さんも、いろいろ新年度で

不安なことがあると思いますが、それを乗り越えて、充実した学校生活

を送れるように心から祈っております。    杉本浩章（事務主事） 

                                       

 
松渓中学校で過ごした日々は、保健室での笑いあり涙ありの忘れられない思い出がたくさんあります。養護教諭としてたく

さん学ばせて頂きました。皆さんとの思い出を胸に抱き、新しい学校でも頑張ります。今後も皆さんのご活躍を応援していま

す。８年間、本当にありがとうございました。                          山邉美奈子（養護） 

 

 

 

学校運営協議会の方々 

会  長 檜枝光太郎さん 

職務代理 惠羅  博さん 

委  員 石井 良典さん 

委  員 望月航二郎さん 

委  員 山岸 禮子さん 

委  員 村木 由紀さん 

委  員 渡邊  麗さん 

委  員 目黒 由美さん 

委  員 飯島 裕子さん 

委  員 佐藤 伸彦さん 



 

  学校支援本部はまさに「縁の下の力持ち」。いまや松溪中学校の行事には欠 

かすことのできない心強いチームです。昨年度は、学年別競技会（運動会）で

の写真及び動画撮影。そしてユーチューブでの動画配信（生徒・保護者限定配信）を行っていただきました。3 月の文

化発表会展示の部並びに舞台の部においても同様に展示作品の写真や合唱の動画配信を行っていただき、コロナ禍に

おいて保護者の皆さんが見学、鑑賞できないところを補ってくださいました。本当にありがとうございます。 

 今年度も校内での検診の補助や各種検定の運営、 

                             運動会、文化発表会展示、舞台の部での撮影等を 

                             行っていただく予定です。 

                                                            今年度の各種検定の実施日は以下のとおりです。 

                            ■漢字検定･･･6/11（金）、10/8（金）、1/14（金） 

                            ■数学検定･･･10/31（日） 

                            ■英語検定･･･5/21（金）、10/8（金） 

 

                                                                                       

                            

 

「学びの教室」の先生方は杉並区立高井戸中学校を拠点に 

し、松溪中が校を含め、7つの中学校を巡回し、指導をして 

いただいています。本校の専門員である前盛啓子先生を中心に 

週 1時間を基本に生徒個々に応じた対応をしています。 

 

 松溪中学校ＰＴＡの皆さん方は、学校に寄り添う姿勢で運営をされています。昨年度は 

             コロナ禍において、活動範囲が縮小されてしまいました。 

                             今年度は感染拡大の様子を見ながらですが、様々な 

                            イベントを企画してくださっています。 

                             ＰＴＡの皆さんが松溪中学校に対し、愛情を持って 

                            温かく見守っていただいているからこそ、コロナ禍に

おいても学校が安全に運営できていると感じています。 

                            いつも感謝です。ありがとうございます。 

 

 

 

 

政府より新型コロナウィルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が 4月 25日（日）より発出されまし

た。期間は 5月 11日（火）までとなります。 

東京都内における新型コロナウィルス感染は引き続き予断を許さない状況になっており、再度感染防止の取

り組みを強化するため、東京都及び杉並区においても感染防止への対応についての指示が出ました。 

 緊急事態宣言期間中、本校においては再度感染防止対策を徹底しながらの教育活動を継続しますが、感染発

生や感染拡大のリスク低減のため、下記の通りに取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 
 

（１）基本的な感染症予防策の徹底について 

①今後とも毎朝の検温を行うとともに健康観察表に記入して登校時に提出してください。 

②３密の回避、正しい手洗い、マスク着用（咳エチケット）の励行を指導します。 

③授業終了後は用事のない場合は速やかに下校するよう指導します。 

④飛沫感染防止のさらなる徹底を図るため、できるだけ不織布マスクの着用をお願いします。 
 

（２）学習活動等について 

①感染症対策を講じても、なお飛沫感染の可能性が高い学習活動を控えます。 

・グループや少人数等での話し合い活動、対面や近接を伴う実験や観察活動、実習等 

・音楽における近接した状態での歌唱やリコーダーを用いる活動等 

・家庭科における調理実習 

・体育における身体接触を伴う活動（マット運動、球技におけるゲーム、武道における攻防など） 

②部活動は感染予防策を講じ、時間・内容を吟味し活動します。 

・運動部活動においては、中学校体育連盟主催の公式大会（夏季大会）には参加することとし、この大会へ向

けた練習は必要最小限の範囲内で行い、その他の練習試合等は行いません。 

・外部での活動（クラブチーム等）においても、感染防止対策に準じた対応をお願いします。 

本部長  髙橋 早苗さん 

会 計  村瀬 雅江さん 

庶 務  伊藤  恵さん 増山佐知子さん 渡邊  麗さん 

庶 務  目黒 由美さん 薗  恒子さん 

広 報  飯島 裕子さん 大屋 祐一さん 長谷川有紀さん 

会計監査 望月航二郎さん 山岸 禮子さん              

委 員  塩出  泉さん 橋本 勝久さん 松本 典子さん 

委 員  檜枝光太郎さん 惠羅  博さん 

 

  

松溪中専門員 前盛 啓子先生 

巡回指導教員 磯部 進一先生（通室主任） 

巡回指導教員 木村 大飛先生（通室副主任） 

巡回指導教員 塩入 太一先生 

巡回指導教員 山田のりこ先生 

学びの教室の先生方 

令和 3 年度本部役員の方々 

会 長  村木 由紀さん 

副会長  久保 央子さん 田中 光子さん 堀越 ユミさん 

書 記  尾﨑知永子さん 三浦 靖子さん 

会 計  池田 友理さん 久古谷雅恵さん 

会計監査 武井 広子さん 本橋 智恵さん 



 

（３）学校行事・公開等について 

①杉並区のガイドラインより「緊急事態宣言下での公共交通機関を利用する校外行事は行わない」とのことから、

5月 11日（火）予定の 1年生のフレンドシップスクール（河口湖：日帰り）は借り上げバス対応で実施いたしま

す。また、調理活動となるカレーライス作りは行わず、ご家庭より昼食をご持参いただきますようお願い申し上

げます。 

 

②4月 30日（金）に予定しております部活動保護者会に関しましては、全体会の内容は書面説明とさせていただ

き、緊急事態宣言解除後に部活動ごとに保護者会を実施させていただきたいと思います。日時等は後日連絡させ

ていただきます。 

 

③5月 28日（金）から二泊三日で予定しておりました 3年生の修学旅行ですが、関西方面の感染状況が悪化して

いることから、日程を延期いたします。現在、旅行代理店を通じて、宿泊施設等を含めた日程調整を行っていま

す。詳細が決まり次第、3年生の保護者の皆様方にはお知らせいたします。 

 

（４）学校給食について 

①従来通り、生徒が対面する喫食形態を避け、会話を控えさせます。マスクは喫食直前にはずし、清潔なビニー

ルや布等に保管し、食後にすぐに装着させます。喫食中の会話は避けさせ、特にマスクをはずしている際の会話

は厳に慎むよう指導いたします。 

 

（５）家庭における感染対策へのお願い 

①引き続き家庭での感染予防対策をお願いいたします。 

ア 「３密」の回避、正しい手洗い、咳エチケット及び検温等の健康観察を徹底してください。 

イ 家族に何らかの症状が見られる場合は、「杉並区受診・相談センター」へ相談の上、同居家族がＰＣＲ検査

を受けることになった場合は、生徒を無理させず休養させ、学校にご連絡ください。 

ウ 万が一、生徒が感染者や濃厚接触者となった場合も、遅滞なく学校へ連絡を入れてください。 

エ 十分な換気をしてください。 

オ 手が触れる場所などの消毒を行ってください。 

カ タオルなどを共用しないでください。 

キ 都外、都内への不要不急の外出は避けてください。 

ク 買い物などで外出する場合でも、人数や時間は最小限としてください。 

ケ 体調が悪い方や重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方は、会食を極力控えてください。 

コ 同居している家族についても会食などの参加を控え、外出先からの帰宅時には、手洗いや消毒などを徹底

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１日（土）いのちの教育月間（始）       

３日（月）憲法記念日 

４日（火）みどりの日 

５日（水）こどもの日 

６日（木）内科検診（2 年） 

７日（金）生徒総会 

８日（土）土曜授業 

１０日（月）尿検査（1 次） 

１１日（火）ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｽｸｰﾙ（１年） 

１３日（木）区特定課題調査 

１４日（金）心臓検診 

１７日（月）朝礼 

１８日（火）ＳＣによる全員面談（１Ａ） 

１９日（水）職員会議 

２０日（木）内科検診（３年） 

２１日（金）英語検定 

２４日（月）運動会全校練習 

２５日（火）ＳＣによる全員面談（１Ｂ） 

２７日（木）耳鼻科検診 

２８日（金）熱中症予防教室 

１日（火）ＳＣによる全員面談（１Ｃ）       

２日（水）専門委員会 

３日（木）中央委員会 運動会全校練習 

４日（金）眼科検診 

７日（月）生徒集会 

８日（火）ＳＣによる全員面談（１Ｃ）、運動会予行 

９日（水）杉教研一斉研究会 

１０日（木）開校記念日 

１１日（金）運動会準備 漢字検定 

１２日（土）運動会 

１４日（月）振替休業日 

１５日（火）運動会予備日 

１７日（木）歯科検診（３年・１ＡＢ）、理科出前授業（２年） 

１８日（金）全国学力調査、理科出前授業（２年）、学習説明会 

２１日（月）学校運営協議会 

２２日（火）スポーツテスト 

２４日（木）歯科検診（２年・１ＣＤ）音楽鑑賞教室（２年） 

２９日（火）～７月１日（木）定期考査 

 


