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■会計監査

渡　辺　勝　行

宇佐美　　　崇

上越市立直江津東中学校

長岡市立川崎小学校

横　山　　　学 新潟市立五十嵐中学校

■理事

澤　田　　　隆

貝　沼　史　弘

笠　原　　　崇

池　村　和　重

牧　野　　　剛

星　野　晴　重

糸魚川市立能生小学校

村上市立神納小学校

加茂市立加茂小学校

上越市立頸城中学校

新潟市立松浜中学校

三条市立第三中学校

小野塚　　　純

西　　　健　志

椎　　　一　夫

渡　辺　　　豊

安　達　直　人

樋　口　憲　哉

南魚沼市立浦佐小学校

妙高市立斐太北小学校

佐渡市立河崎小学校

長岡市立宮内中学校

柏崎市立第三中学校

阿賀野市立水原中学校

■代議員

上　越

柏崎・刈羽

糸魚川

妙　高

長岡・三島

三　条

小千谷

加茂・南蒲

十日町・中魚

見　附

魚　沼

南魚沼

燕・西蒲

新 　潟 　小

新 　潟 　中

新発田・北蒲

村上・岩船

五泉・東蒲

阿賀野

佐渡小

佐渡中

胎　内

日　木　芳　道

渡　辺　勝　行

岩　田　正　行

齋　藤　雅　彦

松　屋　　　徹

寺　井　昌　人

溝　口　英　麿

知　野　昌　央

近　藤　博　道

大　塚　賢　一

伊　藤　貴　史

石　澤　克　彦

小野塚　眞　郎

笹　岡　　　正

笹　川　剛　史

小　林　淳　英

浅　嶋　　　隆

長谷川　智　明

佐　藤　孝　一

今　野　由紀子

小　池　満喜子

水　藻　正　美

佐　藤　仁　志

椎　　　一　夫

風　間　広　樹

中　野　忠　弘

上越市立戸野目小学校

上越市立直江津東中学校

柏崎市立柏崎小学校

糸魚川市立西海小学校

妙高市立新井小学校

長岡市立坂之上小学校

長岡市立四郎丸小学校

三条市立月岡小学校

小千谷市立小千谷小学校

加茂市立葵中学校

十日町市立十日町中学校

見附市立見附中学校

魚沼市立堀之内小学校

南魚沼市立六日町小学校

燕市立燕東小学校

新潟市立新津第二小学校

新潟市立中之口東小学校

新潟市立木戸中学校

新潟市立関屋中学校

新発田市立七葉中学校

村上市立小川小学校

五泉市立五泉小学校

阿賀野市立水原小学校

佐渡市立河崎小学校

佐渡市立赤泊中学校

胎内市立中条小学校

■事務局

横　田　　　誠 脇　屋　雅　実







令和３年７月15日 №194　(7)新潟県小中学校教頭会会報

五泉市立五泉北中学校

沼　崎　幸　治

上越市立上雲寺小学校

入　村　文　子

見附市立田井小学校

岸　　　　亮

　私は新任教頭として赴任した今年度まで級外の経

験はなく、学級担任や学年主任として子供たちと本

気で向き合ってきました。また、初の級外が教頭職

ということもあり、その重圧は計り知れないもので

した。しかし、校長先生の丁寧なご指導や職員の理

解と協力に救われ、その思いに応えようとこの２ヶ

月間必死に業務をこなしてきました。

　「教頭は職員室の担任である」という言葉を耳に

したことがあります。業務をこなすだけでは職員の

信頼は得られません。そんな時こそ学級担任時代に

培った経験を生かすチャンスです。学級・学年の子

供たちにしたように職員一人一人に寄り添い、一つ

一つの訴えに真摯に向き合い丁寧に対応する･･･。

新しいことを吸収しつつも自分のよさを生かし、信

頼される教頭に成長していきたいです。

シトラスリボンから

長岡市立中島小学校

矢　嶋　香　織

　初めての教頭会でシトラスリボンをいただいた。

新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見の防

止を目的とする『シトラスリボンプロジェクト』の

シンボルだ。

　翌日、「何つけてるの？」「なんでつけてるの？」

と早速子どもたちが反応した。子どもたちと話しな

がら、改めて居心地のよい学校にしたいものだと考

えた。このリボンで表す三つの輪は、地域・家庭・

学校（職場）だそうだ。シトラスリボンをほどくと、

一本の線になる。ここでもその三つには密接なつな

がりがあることを象徴しているかのようだ。

　様々な事象や人とのつながりが重なり合って今が

ある。この度、教頭会の一員としてお世話になるこ

とになり、つながりや学びの場をいただいたことに

身が引き締まる思いで過ごしている。これからつな

がるすべての事柄を大切にしていきたい。

　「教頭先生」と呼ばれることに、違和感しかなかっ

た４月。一体どんな仕事をしたらいいのか全く分か

らない私。しかし「教頭先生ならなんでも知ってい

る」という周囲の認識の中でのスタートでした。

　３ヶ月が過ぎた今、学校には多くの人が関わって

いること、そしてたくさんの人の想いが集まる所だ

と改めて感じています。「私はその想いに応えるこ

とができただろうか。子どもたちを始めとして多く

の人の役に立てただろうか。」と、自問自答する日々

が続いています。こんな私を職員はもとより、地域

の方も支えてくださることに感謝する毎日です。

　私には憧れの先生像があります。いつも穏や

かで、ユーモアがあり、誠実で、広く平に

物事を見つめ、愛と思いやりのある「人

間愛」に満ちた先生。私は憧れの先生を

目指しつつ、教頭職の役割に創造性を加

えた仕事ができるよう、学び続けていきま

す。

　新任教頭として赴任し、はや３ヶ月が過ぎようと

している。生徒の事故や問題行動、保護者からの問

い合わせ、業者との対応などに追われ、気が付けば

報告文書の提出期限が間近に迫る（いや時には期限

が過ぎて催促の電話も…）という日々である。市教

委や外部機関との窓口となる教頭として、学校の信

頼を得るためには「提出期限の厳守と誤字脱字など

のミスがない報告」この二つが大切であると先輩か

ら教えを賜ったが、なかなか実行できずにいる毎日

である。校内では、明るく元気で何事にも一生懸命

な生徒や、情熱をもって学習や生徒会活動、部活動

に生徒とともに汗を流す職員の姿がある。こ

の活気ある学校を陰で支えてくださって

いるのは、地域や関係機関の皆様であ

る。その信頼と期待に応えるべく、教

頭として日々精進する覚悟である。

教頭としての覚悟

教頭は職員室の担任

憧れの先生像を目指して

穏や

に

に生徒

の
新入会員の



佐渡市立南佐渡中学校

本　間　　　学

　ここ数年、週末時間がある時は、母を手伝って畑

仕事をしています。春先は、小型の耕耘機を使って

畑を耕したり、畝を作って種を蒔いたり苗を植えた

りしました。その後も、草を刈ったり支柱を立てた

り肥料をやったりと、次々と仕事がありました。畑

で働く母の姿は見ていましたが、力仕事があったり

時には蜂やヤブ蚊との格闘もあったりと、思ってい

た以上に大変でした。自分が実際にやってみて初め

てその大変さや苦労が分かりました。母がこれまで

一人で畑仕事をこなしてきたことに感心すると共

に、何も手伝わず、収穫された野菜を感謝もせずに

ただ食べるだけだった自分が恥ずかしくなりまし

た。

　元々は、次第に体が利かなくなり、機械を使った

り重いものを運んだりすることがきつくなってきた

母から頼まれたことがきっかけでした。しかし今

は、自分から進んで畑に足を運び、母に聞き教えて

もらいながら畑仕事を一緒にやっています。趣味と

まではいきませんが、でもよくよく考えてみたら、

実はこれが自分の健康法であり、ストレス解消に

なっているんだと気付きました。

　もうすぐ夏野菜の収穫の時期を迎えます。たくさん

収穫し、家族で味わうことを楽しみにしています。
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加茂市立加茂小学校

笠　原　　　崇

　メダカの飼育を続けて５年以上になる。担任した

学級で育てていたメダカを引き取ったことが、飼育

を始めたきっかけである。卵を産ませて稚魚を大き

く育て、世代交代を繰り返して今に至っている。

　飽きずに続けられているのは、喜びや驚き、発見

があるからである。卵が産まれれば嬉しいし、氷の

張った水中で冬を越す生命力には毎年驚かされる。

バーチャルでは味わえない、本物に触れるからこそ

できる体験だと思う。

　子どもたちが虫かごを持って外に飛び出していく

姿を目にする。どの子も捕まえてきたバッタやカナ

ヘビを嬉しそうに眺めている。ゲームやユーチュー

ブでは味わえない楽しさ、感動を体験している姿だ

と思う。キラキラと輝く子どもたちの目は、本物に

触れる素晴らしさを改めて教えてくれる。

　ゲームやユーチューブが全くダメと言うつもりは

ない。自分もゲームをするし、ユーチューブもよく

見ている。しかし、本物に触れるからこそできる体

験、自分で実際にやってみるからこそ味わえる感動

がある。アナログなことかもしれないが、これから

も大切にして、子どもたちと一緒に驚いたり、喜ん

だりしていきたい。

本物に触れる体験 畑仕事
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令和３年度

各種大会日程各種大会日程各種大会日程

１　全国公立学校教頭会研究大会　佐賀大会　８月３日（火）、８月４日（水） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オンライン参加 

２　第５７回県小中学校教頭会研究大会・第１３回ブロック大会　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月２９日（金）　オンライン開催 

３　第６２回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大会 　千葉大会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１月１２日（金）　オンライン開催 

４　第７２回全国人権・同和教育研究大会　新潟大会　紙面開催 

１　全国公立学校教頭会研究大会　佐賀大会　８月３日（火）、８月４日（水） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オンライン参加 

２　第５７回県小中学校教頭会研究大会・第１３回ブロック大会　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月２９日（金）　オンライン開催 

３　第６２回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大会 　千葉大会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１月１２日（金）　オンライン開催 

４　第７２回全国人権・同和教育研究大会　新潟大会　紙面開催 
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