
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後ろ姿 

 

 11月に植えたチューリップの球根が、

ここ数日の暖かさにつられて、すこしずつ

姿を地上に現し始めました。今年も新型コ

ロナウイルスの影響が学校の教育活動を大

きく変えた一年ではありましたが、生徒た

ち、教職員は悩みながらも現状のベストを

尽くして来ま

した。保護者の

皆様、学校関係

者の皆様のご

理解・ご協力に

は感謝の気持

ちでいっぱい

です。 

3月は学校年度の締めくくりの月です。

本日、巣立っていく卒業生の後ろ姿を、先

日の卒業セレモニーと卒業式予行で７、８

年生はしっかりと目に焼き付けました。全

校で集まることが当たり前であったころに

は、これほどまでに大事な瞬間だとは気付

かなかった気がします。 

 今月号では、卒業式に出席できなかった

ご来賓の皆様や在校生にも読んでもらえる

よう、学校だよりの書面を借りて、式辞を

掲載させていただきます。 

 

 

令和３年度 卒業証書授与式 式辞 

 

日毎に春らしさを感じる今日この頃、ご

来賓のｉＣＳ委員      様、ＰＴＡ会

長      様のご臨席を賜り、板橋区立

高島第二中学校の第 50回卒業証書授与式

を挙行できますことを、卒業生、教職員と

もども大変嬉しく思います。 

 

 卒業生の皆さん、卒業おめでとう。先程

皆さんに手渡した卒業証書には、義務教育

を修了した証として、皆さんの成長を支え

てくれた諸先生方、ご家族、そして地域の

皆様の温かい思いと、熱い期待が込められ

ています。この一枚の卒業証書の重みをし

っかりと受け止め、お世話になった多くの

方への感謝の気持ちを忘れないでほしいと

思います。 

 保護者の皆様、心も体も大きく変化する

思春期最中の中学校の三年間を、お子様と

ご一緒に数々の困難を乗り越えて来られま

したことに、改めて敬意を表しますととも

に、本日のご卒業を心よりお祝い申し上げ

ます。 

 

 さて、卒業生の皆さん、今、皆さんの胸

の中には３年間の様々な思い出が走馬燈の

ように蘇っていることと思います。私は皆

さんの思い出のうち最後の一年を一緒に過

ごさせてもらいました。昨年度に引き続き

コロナ禍ということで、手放しでとても良

かったと言える一年ではありませんでした

が、制限のある中で「何ができるか」「どう

したらできるか」をこれほど考えた一年は

なかったと思います。修学旅行の延期によ

り行った生徒が企画する学年レク、ダンス

や吹奏楽も盛り上げてくれた体育祭、先日

の日帰りスキーや音楽祭、どれも以前とは

形を変えたものになりました。これからの

皆さんの歩む人生の中で、新しいことを考

え、創り出していく力がどれほど大切にな

るかを考えると、「コロナ禍」という負の出

来事を、マイナスのまま終わらせるのでは

なく、プラスに変える

発想をもって一年間を

共に乗り越えることが

できたのは、とてもよ

かったと思っています。 

 皆さんは明日からは
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自分が選んだ道を歩いて行きます。皆さん

の希望に満ちた前途を祝し、私からは、こ

れからの変化の激しい予測困難な時代を生

きる皆さんに、心に留めておいてほしいこ

とを二つお話しします。 

３月７日の卒業を祝

うコンサートでシンガ

ーのキャンベルさんが

歌った歌の中に、「人生

は冒険だ、地図はない

けれど 宝物探そう 

信じて、コンパス・オ

ブ・ユア・ハート」と

いうのがありました。

心にとめておいてほしいことの一つ目はこ

の歌詞の中にあります。地図がないという

ことは、あなたたちが行く道は自分で描く

ことができるということです。20年後か、

50 年後かはわかりませんが、宝物に出会

う日まで、自分の心の中のコンパス、羅針

盤の指す方向を信じて歩んで行ってくださ

い。 

 二つ目は、これから皆

さんが進んでいく道で、

壁に突き当たった時、ど

うしたらよいかという

ことです。先日講演して

くださったアメリカン

フットボールのイグエ先生は、「仕事はもち

ろん楽しい時もありますけど、辛いことや

理不尽なこともあります。でも自分の好き

なことや周りを幸せにするには、そういっ

たことにも耐えて頑張らなければいけませ

ん」と話していました。また、本日保護者

に書面で配布してある、板橋区区議会から

の祝辞には、野球選手の大谷翔平さんの話

を引用して、「困難に直面したときでもあき

らめずに、まわりへの感謝の気持ちを忘れ

ず、目標に向かって前進することが大切だ」、

と書かれています。また、板橋区長、板橋

区教育委員会からの告辞には、地球科学者 

ノーベル物理学賞 真鍋 叔郎さん のこと

ばより「困ったときは、皆さんの得意なこ

とが新たな一歩を踏み出す力になります」

と書かれています。どのような時も、この

ように母校である高島第二中学校で学んだ

ことを思い出してほしいです。そして、培

ってきた数々の友達や先生との絆をエネル

ギーとして、乗り越えていってほしいと願

っています。地域に誇れる立派な 15歳に

成長したこと、そして皆さんと出会えたと

こを本当に嬉しく思っています。  

 結びになりますが、今日まで卒業生を支

え、学校の教育活

動にご協力をい

ただきました保

護者の皆様、そし

て地域の皆様に

改めて感謝を申

し上げます。

123 名の卒業生の皆さんの限りない発展

と今後の活躍をお祈りして式辞といたしま

す。 

 

令和４年３月１８日 

板橋区立高島第二中学校 校長 溝口 千里 

 

 

お知らせ                

 

■板橋区学校等緊急連絡メールについて■ 

 4 月より新しいシステムへ変更されます。

現在の登録データは 3月 31日で削除され

ます。新しい学年の登録についてのご案内

は 4月 7日以降のご案内になります。4月

1 日以降春休みの期間中は連絡メールが使

用できないため、緊急のお知らせが必要な

場合は学校ホームページからの連絡となり

ますのでご注意ください。 

 

■卒業生・転出生の Google アカウントの

データ移行について■ 

 卒業生・転出生アカウントの Google ド

ライブ内のデータについて、卒業年の 5月

末日（転出した月の翌月末）まで、ご家庭

にあるパソコン・スマートフォン等にデー

タを移行することができます。 

（データ移行の手順） 

（１） ご家庭のパソコン・スマートフォン

等の「Google Chrome」ブラウザ

で、ご自分の ID/パスワードを利用

してログインします。 

（２） 「グーグルドライブ」を開いて、必

要なデータをご家庭のパソコン・ス

マートフォン等にダウンロードして

ください。 

 

 

 
 



学校アンケート集計結果         

 

12月に取らせていただいた学校評価の

ための各種アンケートを集計しました。下

記の二次元コードから学校ホームページに

アクセスいただきご覧いただくことができ

ます。集計に当たっては、「わからない」や

無回答を除いた回答数を分母とて算出させ

ていただきました。お忙し

い中、アンケートにご協力

いただきましてありがと

うございました。 

 
保護者・地域からご意見・ご質問をいただき

ましたので、今後の方針をお答えします。（※

同じような質問をまとめているため、表現はい

ただいたものと異なる場合があります） 

【学習について】 

① 日々の宿題が少ないように思うのですが？ 

⇒定期考査に向けた家庭学習として、テ

スト前に集中して出しているケースが多か

ったのかと思います。単元毎に分けて、分

散して課題を出すように改善していきます。 

② 教員の補充が決まらず、授業に支障があっ

たことが多かったので、どうにかなりませ

んか？ 

⇒今年度は家庭科講師の不在期間が長期

化したり、育休代替教員の交代教員の着任

に時間を要し、ご迷惑をおかけしました。

時間講師や産育休代替教員は学校が探すシ

ステムになっているのですが、全都的に家

庭科講師、代替教員の人材不足が続いてお

り難航しました。各種機関への問い合わせ、

区教育委員会教職員係との相談を経て、現

在に至っています。来年度に向けても鋭意

努力してまいります。 

③ 数学の少人数クラスはコースの変更はでき

ないのですか？ 

⇒数学の少人数では、２クラスを３つの

習熟度（奇数クラスの学年は１クラスが２

つの習熟度）に分けて授業を行っています。

7 年生では入学時に小学生の範囲のテスト

を行い、クラス分けをし、その後は定期考

査の結果、小テスト、提出物など総合的に

考えクラス分けを行っています。標準コー

ス、基礎コースでは発展コースより人数を

少なくしています。コース分けの頻度とし

ては基本的に定期考査後ですが、大きな入

れ替えは、年 3 回の時間割が変更になると

きに行っています。ボーダーラインの生徒

には個別に希望を聞いて教員から本人に合

ったクラスを助言していきます。 

④ 保健体育ではなぜ柔道着を購入する必要が

あるのですか？ 

⇒柔道の授業では、道着をつかんで行う

組み手の学習及び、道着をつかんで行う抑

え込み技を学習するために準備をお願いし

ました。学校では貸し出し用柔道着はあり

ませんので、家庭での準備をお願いしてい

ます。柔道着以外の空手などの道着でもか

まいませんし、必ず購入するということで

なく、兄弟等の使用したものを準備してい

いただいてもかまいません。 

【生活指導について】 

① どの生徒にも、身だしなみと挨拶の徹底を、

これからもきちんとご指導いただきたく思

います。 

⇒朝礼等で生活指導主任から全体に統一

して指導していきます。 

② 校則（服装や髪型など）が今の時代にあっ

ていないものがあると感じますが、校則の

見直しはどうなっていますか？ 

⇒ルールメイキングについて毎年、生徒

の意見を入れてよりよいものにしていきま

す。昨年度末にも生徒会が中心に靴下や髪

型について校則を変える活動をしたところ

です。今後も生徒の自治の力を育てながら

進めていきたいと思います。また、個別の

事情がある生徒については入学時に保護者

から申し出をいただいて確認をしています。 

③ 学年集会が多いというのは聞いています。

それが子供たちにとってどれだけ最善な方

法なのかはわかりません。 

⇒行事の前の事前指導や生活指導の場と

して、また、生徒の委員からの発表の場と

しても学年集会を開いています。生活指導

などでは、担任によるニュアンスの差がで

ないよう、担当者から学年全体に統一した

指導をする形で行っています。 

④ 学校内で友達同士のトラブルがある場合、

保護者にもわかるように、全体メールなど

で配信することはできませんか？ 

⇒保護者の皆様がおもちの情報を掘り起

こすという点では、細かにお知らせした方

がよいかと思いますが、個人的な内容を含

む場合が

ほとんど

ですので、

文字だけ

で流すこ

とで異な

る解釈に

なってし

まうこと

 



もあり、文書

やメールで情

報を流すこと

は予定してお

りません。

PTA 役員や

学年委員さん

と定期的に懇

談して、個人

情報に影響がない範囲で学年の様子を情報

提供する形を考えています。 

⑤ いじめがあってその対応が遅いと感じたこ

とがあります。 

⇒生徒アンケートの定期的実施、相談し

やすい雰囲気づくりなどを通して、いじめ

の早期発見に努めます。いじめと認知した

場合は、「該当生徒への聞き取り、事実確認、

加害生徒への指導、謝罪」の流れで進めて

まいります。また、初期段階から両保護者

への連絡を入れ、その後も進捗状況をお知

らせさせていただきます。学年のみで対応

せず、学校いじめ対策委員会を立ち上げ、

学校体制で対応します。解決後の再発防止

のための定期的な確認もし参ります。 

【部活動について】 

① 以前のように兼部を許可してください。 

⇒以前、人数の少なかった運動部で兼部

を認めることがありました。活動日数が重

ならなく、お互いの活動に影響がなければ

兼部は可能です。顧問にご相談ください。 

② 外部指導員の力量に差があるのではないで

しょうか？顧問の教員だけでできないので

しょうか？ 

⇒昨今の社会等の変化に伴い、教員の勤

務時間外・休日労働に頼ってきた部活動は

過渡期に来ています。スポーツ庁の推し進

める運動部活動改革方針、板橋区における

部活動の地域展開へ向けた総合教育会議等

で外部指導者の導入が推し進められていま

す。現在、外部指導員は地域の方を中心に

些少の謝礼により、好意で子どもの指導に

当たってくださっています。教職員に代わ

って指導していただけることから、その時

間、教職員が他の業務に携わることができ

大変助かっています。部活動運営には、保

護者のご協力とご理解が不可欠です。 

【地域の人材・資源の活用】 

① 小中の連携も含め、もっと多角的に地域の潜

在的な力を学校教育に取り入れることが、生

徒にとっても違う風を感じる場となり、多様

性が生まれるように思います。コロナ禍にお

いての交流をどう考えていますか？ 

⇒地域コーディネーターを通じて、地域の

人的資源、物的資源を大いに学校の教育活動

に取り入れたいと考えています。まだ、学校

からの発信が十分にはできていませんので、

保護者や地域からも協力できることの申し

出もいただければ幸いです。幼稚園、小学校

との交流は新型コロナウイルスに関する区

のガイドラインに則って、その時々でできる

活動を進めていきます。今年は夏休みの小学

校への中学生によるリトル・ティーチャーの

派遣は、募集までしましたが、緊急事態宣言

中ということで中止となりました。ゲスト・

ティーチャーは区のガイドラインに基づい

て、緊急事態宣言中は導入中止、まん延防止

等重点措置期間は交流する方の体調を把握

しながら実施としていきます。 

 

他に、教員の指導体制等についてもご意見を

いただきました。紙面の都合上、すべてを掲載

できませんが、真摯に受け止め、改善できるよ

う鋭意努力して参ります。 

 

【令和 4年度に向けての改善策】 

① 学習指導 

・まとめと振り返りの時間を授業内に確保

する。クロームブックを活用した振り返

りをすることで時間の短縮を図る。 

・クロームブックを持参し、使用する場面

があるというのが常態となるよう授業を

組み立てる。 

・提出物等の管理にクロームブックを活用

する。 

・ミライシードを活用する。 

② いじめ防止・不登校対応、特別支援教育 

・すべての生徒にとって相談しやすい雰囲

気をつくっていく。 

・前年度との引き継ぎを丁寧に行う。特に

年度当初の出席状況をこまめに把握し、

家庭と連携していく。 

・関係機関と連携を進める。 

③ 地域連携及び保幼小接続・小中一貫教育 

・高島幼稚園、高島二小との交流を進める。 

・小地域ネットワークと連携したボランテ

ィア同好会を発足して、生徒が地域や学

校に貢献できる場を設定する。 

 

～ 一年間ありがとうございました ～ 

【高二中だより バックナンバー】 

二次元コードを読み込むと 

こちらから閲覧できます⇒ 

  


