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視点を変えよう！～大逆転のチャンス～
校長

西川 英志

大逆転は、起こりうる。
わたしは、その言葉を信じない。
どうせ奇跡なんて起こらない。
それでも人々は無責任に言うだろう。
小さな者でも大きな相手に立ち向かえ。
誰とも違う発想や工夫を駆使して闘え。
今こそ自分を貫くときだ。
しかし、そんな考え方は馬鹿げている。
勝ち目のない勝負はあきらめるのが賢明だ。
わたしはただ、為す術もなく押し込まれる。
土俵際、もはや絶体絶命
２０２０年 そごうのCMより
今年のお正月に出たものなので、覚えている人もいるかもしれません。
最後まで読んで、下から読み返してほしい！という文章です。今年１年間で、皆さんに視点を変えることの大切さ
をお話してきました。このCMもその例です。
今回のウイルスに関することで、長い期間、学校活動が停滞を余儀なくされました。この事実は誰もが同じこと
を経験しています。しかし、この事実をどのように解釈するかを皆さんと考えてみたいと思います。
１３日に卒業した先輩の代表は、多くのものがカットされた式を恨むことなく、仲間や先生方とともに祝える卒
業式を「宇宙一の卒業式」と称して旅立って行きました。幸せの感じ方、物事の見方…本当に人として嬉しい言
葉を残したと思います。皆さんに平等に与えられている「時間」、それをどのように使うか…それを考えてほしいと
思います。それだけでも、４月からの学校生活が変わることは間違いありません。
「退屈な時間」とするのか、
「遅れた分野を挽回する貴重な機会」ととらえるのかでは、この先の生活が全然違うはずです！時には、本を捨
て街の中や自然に触れ合うことも大切です。しかし今こそ、学びの時であることも確かなのです。人と濃厚に触れ
合えない今こそ、本と深く触れ合ってはどうでしょう！
先生からの学びのススメです！

退職・転出される先生・職員の挨拶
中川 幸治先生（保健体育）
1 年間という短い期間でしたが、大変お世話にな

下山 敏晴教頭先生
3年前の着任式で初めて聴いた校歌「北国」の

りました。本当にあっという間の 1 年間でした。体育

力強い歌声が忘れられません。規律正しく、部

教師として秋からグラウンドが使えなくなったことは

活動や学校行事に頑張る栄中の生徒が大好きで

残念でしたが、着々と進む新校舎の工事を廊下か

した。学校を応援してくれる保護者の方々、学

ら眺めながら、完成を楽しみにしていたのですが・・

校を見守ってくれる温かい地域の方々が大好き

・。保護者の皆様方には、学校祭のバザーをはじめ

でした。新しい校舎の完成が楽しみですね。遠

PTA 活動で大変お世話になりました。転勤先でも

くあいの里の地から皆さんを応援しています。3

保護者、地域の方々とのつながりを大切に頑張って

年間お世話になりました。ありがとうございま

いきたいと思います。ありがとうございました。

した。

古川 彩生先生（養護教諭）

鈴木 裕之先生（国語）

10年前に栄中に赴任したその翌年に東日本大

３年間という短い間でしたが、それぞれの学年に

震災が起こりました。たくさんの尊い命が失われ、命

関わることができたのは嬉しい経験でした。生徒の

の大切さや普通の暮らしの大切さ、家族の絆の大切

成長の様子を間近に見ることができました。そして、

さを噛み締めました。今年は新型コロナの流行から、

開校５０周年記念行事や新校舎建設など、初めて

日本はもとより世界中が日々の暮らしや健康の大切

のことばかりで夢のように月日が過ぎていった気が

さを感じながら、１日も早い終息を願っています。自

します。一緒にグランドに並んで「５０」の文字を描き

分の命、周囲の人たちの命を大切に、優しさと思い

航空写真を撮った生徒たちも卒業して新しい１歩を

やりの心を持って、これからも栄中学校で頑張ってく

踏み出しました。私も新しい環境で頑張らねば、と

ださい。10年間お世話になりました。ありがとうござ

思います。１・２年生のみなさんには、新校舎でさら

いました。

に「学習」「行事」「部活動」に取り組んでいくこと
を期待しています。保護者の皆様には大変お世話

土岐 亜美 さん（校務助手）
５年前の春に、昔住んでいた地域なので懐かし
い、これからよろしくと挨拶したことを懐かしく思いま
す。直接生徒に関わることは少ない業種ですが、教
員の皆さんと一緒に陰ながら生徒たちの成長を見
守ってきました。時に保護者の方と長々話させても
らったこともあります。自分も３人の子どもの親であ
り、まだ義務教育の最中でもあるので、良いことも
悪いことも常に自分にとって糧となりました。充実し
た日々をありがとうござい ました。

になりました。ありがとうございます。
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退職・転出される先生・職員の挨拶
河原 学先生（国語）
栄中学校での１年間は、驚きの連続でした。

河口 祐亮先生（理科）
子どもたちにとって、最も重要な 3 年間に関わら

何が驚きかと言うと、想像と現実との差異からで

せて頂きました。次年度からは、もう少し若い世代

す。生徒と保護者に恵まれ、穏やかな毎日でした。大

の育成に努めます。しかしどの年代においても基

声を出さなくても静かに話を聞ける生徒たち。

本的で大切なことというのは普遍です。栄中学校

素晴らしいと思います。

で関わったすべての方々へ、今までお世話になりま

心残りは２年生で最後の国語の授業ができなか
ったことと、卒業まで見届けてあげられなかったこと

した。ありがとうございました。支えられて育った 3
年間でした。

です。今は良い思い出しかありません。１年間ありが
とうございました。

冨永 裕一先生（理科）
８年間お世話になりました。大変だったこと楽し

篠崎 準一先生（保健体育） ご退職
教職生活４２年目の最後の1年を栄中でお世話に
なりました。ハーフでの任用でしたので、ほとんど授業
のみで終始しておりました。
授業において、子ども達は、素直、純朴、一生懸命
努力しようとする子ばかりでした。向き合っていると、つ
いつい、我が年齢を忘れていることがありました。
土日や主に夏休み、野球部に参加させてもらいまし

かったことありました。保護者の皆様のお陰で何と
か勤めることができました。一番の思い出は８年間
学級担任をもてたこと、そして陸上競技部と出会え
たことです。特に陸上競技を通して色々なことを学
ぶことができました。栄中学校には感謝しかありま
せん。

佐藤 忠利先生（数学）
この 1 年間は、1 年生 2 クラス、3 年生 2 クラス

た。堀田先生の熱意、子ども達の努力、保護者の方々

の授業を担当しましたが、どのクラスでも、楽しい時

の愛情。三位一体で勝ち取った全道大会進出や新人

間を過ごすことが出来ました。落ち着いた雰囲気と、

戦の全道優勝は、子ども達にその充実感とともに、大

熱心な学習意欲は、今後も大切にしてもらいたいと

きな成功体験として心に刻まれ、必ずや生涯に渡る自

思います。

信につながるものと確信しております。
最後になりますが、皆様のご健康とご多幸、栄中の
益々の発展を祈念いたします。 本当にありがとうござ
いました。

また、数学科の先生方や様々な先生方にサポート
していただき、本当に助かりました。これもまた栄中
学校の素晴らしい点だと思います。
保護者の皆様のご協力にも感謝申し上げます。
ありがとうございました。

久保 伸子先生（英語）
今月１３日に卒業していった生徒たちと共に過ご

能登 崇嘉先生（英語）
３年間本当にお世話になりました。栄中学校の

した３年間、私自身たくさんの経験をさせていただき

在任中に、生徒のみなさん、保護者の皆様、地域

貴重なものとなりました。それを原動力にしてまた次

の皆様から多くのことを学ばせていただきました。

の学校でもがんばっていこうと思っています。

そのことを新しい職場でも生かしていきたいと思っ

保護者の皆様にはご理解とご協力をいただき、本
当に感謝しております。少し遠くからになりますが、

ています。生徒のみなさんのこれからのご活躍をお
祈りいたします。ありがとうございました。

栄中学校の卒業生と在校生のみなさんのこれから
が笑顔と希望に満ちたものになりますよう、これから
も願っています。お世話になりました。ありがとうござ
いました。

髙橋 直美先生（英語）

坂川 さゆみ先生（特別支援学級）
１年間という短い間でしたが、大変お世話になりま
した。栄中学校での生活は、教員として過ごす１ 年
目の私にとって、とても刺激的なものでした。

１年という短い間でしたがお世話になりました。思え

特に学校祭や合唱コンクールでの生徒たちの取組

ばあっという間の１年間でした。東区という土地勘のな

にはいつも驚かされ、私の方が数多くのことを生徒

いところに配属が決まったときは、どんな学校だろうと不

たちから学ばせてもらいました。８組の保護者の皆さ

安 と期 待 でいっぱいでした。行 ってみると生 徒 は素 直

んにもいつも協力していただくことばかりで、本当に

で、話を聞く姿勢がよくできていてびっくりしました。た

お世話になりました。

だ、恥ずかしがり屋が多く様子を見てしまう慎重派が多

保護者の方々、地域の方々をはじめ、関わったす

いので、いろんな活動を通して自分の意見が言える人

べての方々に感謝いたします。本当にありがとうござ

間になって欲しいです。

いました。

日頃の活動を温かく見守っていただき、ご協力ありが
とうございました。

令和２年度 新入生受付（予定）
日 時 ４月１日（水）１３：００～１４：００
場 所 栄中学校体育館
持ち物 上靴 靴袋 入学通知書
筆記用具
プリント類を入れるバッグ
・欠席される場合は、中学校に連絡をお願いします。
・入学する本人のみの登校で、服装は普段着で
かまいません。

第 5３ 回 栄 中 学 校 入 学 式（ 予 定 ）
日 時 ４月７日（火）１０：００～
場 所 栄中学校体育館
・生徒の登校時間は9：00～9:２0
です。
・保護者受付は9：30～、入場は
9：40からとなります。

４月の主な行事予定
1日（水） 新入生受付 13:00～
6日（月） 始業式・着任式
2・3年教科書配付
7日（火） 第5３回入学式(10:00～) PTA入会式
8日（水） 1年教科書配付 学級写真撮影
9日（木） ワーク・リコーダー販売
10日（金） 全学年標準学力テスト
13日（月） 新入生歓迎会(5校時) 学校公開日①
部活動見学紹介①
1５日（水） 学校公開日② 参観授業(5校時)
PTA総会 学級PTA 部活動休養日
1６日（木） 歯科検診（1年・2年前半）
17日（金） 歯科検診（2年後半・3年・8組）
部活動見学紹介② 英語科CD販売
8組午前授業 家庭訪問①
20日（月） 8組午前授業 家庭訪問②
部活動集会（16:00～）
2１日（火） 8組午前授業 家庭訪問③
22日（水） 前期認証式 学校公開日③

