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平成３１年 ４月１１日

「 芋洗い 」
校長 江 口 満

暖かい春の日差しを受け、新しい学年がスタートしました。２、３年

生の皆さんの進級、新１年生の皆さんの入学、おめでとうございます。

新しい学級で、学年の目標を新たに決意し、期待でいっぱいのことでし

ょう。保護者や地域の皆様におかれましては、本年度も本校教育活動へ

のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

私は、本年度、石峯中学校から着任いたしました 江口 満 と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。生徒の皆さんの顔や態度を見て、「素

晴らしい学校へ着任赴任できたんだ。」という感動を新たにしました。今

までの保護者、地域の皆様方のご支援や先生方の指導を受け止め、頑張

ってきた生徒の皆さん、自信を持ってください。皆さんのパワーで、こ

の則松中学校に新しい風を吹き込んでください。私もこの校長通信「ジ

ャガイモ」で、皆さんの「元気」を、家庭や地域、北九州市に発信して

いきたいと思います。

さて、先日４月５日(金)の始業式では、私が学級開きのこの時期に必

ず思い出す風景を一つ紹介しました。このごろはめったに見られなくな

りましたが、それは、昔懐かしい「芋洗い」の風景です。昔の芋洗いとは、大きな木桶に芋を一杯入れて、丸太ん

棒でよいしょ、よいしょとかき回します。その力に押され

て、芋は上から下へ、そして右に左にと移動して、大きな

芋や小さな芋の姿が現れては消え、消えては現れます。上

にある芋も、いつまでも上にいるとは限りません。また、

下の芋も、いつまでも下積みでいるとは限りません。

この芋洗いを見て、「何だか人生の縮図みたいである。」

と言われた方がいます。少し続きを書いてみます。「人の

歩みには、大なり小なり浮き沈みがつきまとう。上がりっ

ぱなしもなければ、下がりっぱなしもない。だから、たま

たま上にいたとて、おごることは少しもないし、下にいた

とて悲観する必要もない。要は、いつも素直に、謙虚に、

そして朗らかに、希望を持って歩むことである。」

いかがでしょうか。私は、この芋洗いが教育の原点であ

ると思っています。芋は、上がり下がりの繰り返しのうち

に、お互いにぶつかり合い、洗われ磨かれていくのです。

そして、最後はぴかぴかの芋になります。

生徒の皆さんが、芋だと言っているわけではありません

が、この芋洗いは「学級」であり、「学年」「学校」ではな

いかと思うのです。いろいろな学習や活動の場面で、お互

い真剣に、全力でぶつかり合って活動すれば、お互いに磨

き合ってぴかぴかの芋になる。そして、「さまざまな活動

を通して人と人が共に生きること、友を生かし友から生か
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www.kita9.ed.jp/norimatsu-j

「芋洗い」から生まれた「ジャガイモの精神」
をもとに、「基礎・基本と感動と元気」を合
い言葉に、生徒の皆さんと一心に取り組んで
参ります。よろしくお願いいたします！

満開の桜並木の中、春の朝日を浴びて輝く校舎【右上】
4月5日(金)の始業式。新しい年度が、今、始まりました！
新たな決意を胸に秘め、元気に登校する2・3年生の皆さん。
皆さんの活躍を、心から期待しています【右】



されること」を、私は「ジャガイモの精神」と呼んでいます。生徒の皆さん。そのためにも、まず、自分の学級を

大切にしてください。

３年生の皆さんは、進路の年でもあります。楽しくも

厳しい学年です。一つ一つの行事が、義務教育最後の取

り組みになります。その取り組みを通し、お互い磨き合

ってください。進路の厳しい時期に、支え合い、助け合

えるのは学級の仲間です。そして、ぴかぴかの芋になっ

て、卒業してください。

１、２年生の皆さんは、３年生の伝統を受け継ぐ準備

をしてください。ほとんどの部活動では、４ヶ月後の夏

に君たちが中心になります。生徒会活動も半年後には君

たちにバトンタッチされます。今がその準備です。すぐ

に君たちの時代が来ます。そのためにも、すべての活動

のベースになる学級を大切にしてください。

生徒会執行部の皆さん。芋洗いの舵取りは君たちです。

丸太ん棒のかき混ぜるスピード、力加減。どうしたら学

級の取組が充実したものになるか。それは皆さんの手に

かかっています。この則松中学校に新しい風を吹き込む

ために、学校を一つにしてください。感動は、次の活動の原動力となります。

生徒の皆さんと出会い、そして今から一緒に活動できることを嬉しく思います。心を一つに、共にスクラム組ん

で頑張りましょう。皆さんの活躍を期待しています。

平成３１年度 則松中学校教職員「３６人の力を３６倍の力で学校づくり」

№ 年・担当 氏 名 教科 主な分掌 № 年 担当 氏 名 教科 主な分掌

１ 校長 江口 満 19 主任 長瀬 好佳 美術 校務支援・総合

２ 教頭 児島 誠 20 １組 山村 哲司 社会 生徒指導・部活動・学級活動

３ 教務主任 池本 正義 保体 主幹教諭・１年副・中体連 21 １ ２組 石田 真理 英語 教科書・生徒会・

５ 養護教諭 鶴田 弘美 保健主事・特別支援教育コーディネーター 22 ３組 小林 初音 数学 人権・平和・環境整備・清掃

４ 主任 相良 和孝 社会 安全教育・校務支援・人権 23 ４組 河野 智子 国語 道徳教育・図書館教育

５ １組 浦田 優斗 保体 部活動・生徒指導・総合 24 ５組 菱谷 千智 理科 総合・学習・放送・視聴覚

６ ２組 貝掛 則子 国語 図書館教育・教室備品 25 副任 平山美穂子 音楽 安全教育・拾得品・厚生

７ ３ ３組 伊東 弘美 英語 環境整備・清掃・掲示 26 副任 香月 孝文 技術 技術科主任

８ ４組 梶田 貴則 数学 生徒指導主事・生徒会 27 事務係員 園田 誠 財務・管財関係事務

９ ６組 林 真愛莉 保体 特別支援学級担任・給食 28 校務員 浅野 正徳 校地・校舎校具営繕・環境美化

11 副任 藤田 陽子 理科 進路指導・学級活動 29 事務補助 宮基 和己 校納金・教育扶助

12 主任 宗 順子 国語 図書館教育・校務支援 30 介助員 栁井田圭子 特別支援教育介助員

13 １組 小島 拓磨 理科 道徳教育・人権・平和 31 ＳＣ 木村めぐみ スクールカウンセラー・教育相談

14 ２組 野田由希子 家庭 給食指導・放送・視聴覚 32 職員室 竹田 寿子 スクールサポートスタッフ

15 ２ ３組 吉田 早苗 英語 教室備品・総合・環境整備 33 図書館 矢野 敬子 学校図書館職員

16 ４組 楢山 明範 数学 生徒指導・部活動・研究 34 指導教諭 原田 浩司 新採指導教諭(折尾・浅川)

17 副任 山口 清 社会 机脚・学習・時間割 35 学力 森田 久美 学力向上推進教員(浅川・高須・沖田・折尾)

18 副任 杉本 唯 保体 安全教育・学級・教科書 36 給食配膳員 合志 恵 給食指導

新しく着任された先生方。よろしくお願いします！

【前列左から】杉本唯先生・河野智子先生(黒崎中学校)・

野田由希子先生（霧丘中学校）・竹田寿子先生

【後列左から】宮基和己先生・園田誠先生（枝光台中学校）・

林真愛莉先生・石田真理先生（若松中学校）・

香月孝文先生（二島中学校）

※私は表のイラスト


