新着任された校長・副校長にインタビューしました

第27 回 入学式

Entrance ceremony of Asuka High School on April 7th, 2022
コロナ禍での入学式でしたが、無事に行われました。
とても緊張した様子で入場してきた新入生。
しかし下校時には、
これからの高校生活の楽しみや期待に満ち溢れた笑顔が見られました。
飛鳥で英語を頑張りたい、女子サッカー部で全国大会に出場したいなど、
みんなそれぞれ夢があり、
飛鳥高校で夢を叶えたい、将来の目標に近づける為に色々挑戦したいという新入生がとても多い
印象です。
これから3年間、
まだコロナで不安もありますが、
それでも限られた中で一人一人が夢に向かって、
高校生活を新しい仲間と楽しく過ごして欲しいです。

校

長

堀江

敏彦

HORIE, Toshihiko

会場の体育館では２、
３年生が１年生を大きな拍手で迎え、
ステージ

東京生まれ東京育ちです。とは言っても東京23区ではなく郊外
の西東京市ですが。
ご自身の学生時代を振り返って思うこと、また、今の生徒たちを見て
思うこと。それぞれの良いところをお聞かせください。

中学時代、高校時代は文化祭や合唱コンクールが大好きでした。

私の頃は、情報が少ない分もう少しのんびりしていて、物事を
じっくりと考えることができたと思います。今の生徒は、情報を
手に入れることが容易であり、すぐに対応できる。その反面、他
者との関係性が複雑であるように見えます。

ご自身の最大の自慢を教えてください。

ご自身の最大の自慢を教えてください。

ミュージカルを観ることが好きで、今でもよく劇団四季の公演を観
に行きます。映画とは違って、実際に自分の目の前で多くの人が
歌って踊る姿に毎回感動しています。

学生時代に夢中になったことはなんですか？

軽音楽同好会に入ってバンド活動をしていました。
教師を目指したきっかけをお聞かせください。

人を育てる仕事に興味があったからです。
飛鳥高校に赴任されて感じたこと、望むことを教えてください。

高校生の今こそ、やってみたいことなら何でもチャレンジして
ほしいと思います。

上で部活動の紹介や運動会の団幕・団演技が披露されました。
こよかった！」
「私もこの学校で輝きたい！」
という感想が聞かれました。
コロナ禍で自粛されていた全校的な行事も実施されるようになり、

TAKEHARA, Yoshikazu

出身地、出身大学、専門分野など自己紹介をお願いします。

この会は生徒会が主催し、入学したばかりの１年生からは
「とてもかっ

「飛鳥マインド」
も先輩から後輩へと引き継がれていくことでしょう。

義和

北海道苫小牧市出身
早稲田大学（英文学）
Australian Catholic University（教育学）

大型自動二輪免許取得。府中試験場にて一発合格しました！

入学式翌日の４月８日
（金）
、新入生歓迎会が行われました。

竹原

出身地、出身大学、専門分野など自己紹介をお願いします。

ご自身の学生時代を振り返って思うこと、また、今の生徒たちを見て
思うこと。それぞれの良いところをお聞かせください。

新入生歓迎会

副校長

中学生の頃、夏休みにアメリカへホームステイをする機会があり、
英語好きになりました。
学生時代に夢中になったことはなんですか？

教師を目指したきっかけをお聞かせください。

高校生が爆発的なエネルギーで部活動に打ち込んだり、学校行事
に取り組んだりする姿にいつも感動します。そんな場面に立ち会え
ることを幸せに思います。そんな私ですので、気が付いたら、学校
の英語の先生になっていました。
飛鳥高校に赴任されて感じたこと、望むことを教えてください。

まず感じたことは、コロナ禍で中断を余儀なくされている「海外交
流」をなるべく早く再開できればということでした。
体育祭では、飛鳥生の活躍する姿に感動していました。文化祭も楽
しみにしています！

GE-NET20の飛鳥高校にふさわしいお二方の着任で、これからの飛鳥高校がますます楽しみですね！お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。

学校見学会
4月29日(金・祝)に、今年度初の学校見学会
が行われました。
祝日ということもあり、多くの保護者が参観
し、生徒たちが真剣に授業を受ける姿が見
られました。 少人数クラスの授業では、我が子がどこで授業を受けているの
かわからない方もいらっしゃいましたが、少人数だからこそネイティブな先生
とコミュニケーションが図れる授業など、
とても新鮮で生徒たちの反応も良
かったです!
また、受検生とその保護者向けの説明会もあり
ました。 この学校見学会を通じ、飛鳥高校を受
検したい!と感じてくれたら嬉しく思います。
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担任紹介

1年次担任

1組 清水 孝純 先生（英語） SHIMIZU, Takazumi
①部活動
（軟式テニス）
。 中学で部活動を
やっていなかったので是非にと入部し
ましたが、最初は体力的についていくの
が大変でした。試合では負けてばかりで
したが、他のスポーツもそれまでより上
手くできるようになり、
いい思い出です。
②文京区本駒込。今も近くに住んでいま
すが、六義園や小石川植物等の庭園が
気に入っています。
小さい頃は巨人ファンで、
後楽園球場が近
くて嬉しかったです。
③スマホを両手で打ちたい。

2組 大洞 ゆかり 先生（英語）

DAIDO, Yukari

①部活（ダンス）
②群馬県出身。
お国自慢はいっぱいあって
紹介しきれません。
『上毛かるた』
をご覧
ください。
③ひとり旅。

3組 中居 一樹 先生（数学）

1組 山田 裕史 先生（保体） YAMADA, Hiroshi

①高校時代に夢中になっていたことは？
②出身地とお国自慢は？
③今高校生に戻れたら何がしたいですか？

1組 佐藤 恵 先生（国語）

①高1でスキーに出会い毎週のように日
帰りで通いました。
その頃は朝方には駐
車場が満車になってしまうため深夜に
出発して駐車場で仮眠。リフト待ちも
30分は当たり前くらい大混雑の中滑っ
ていました。
②東京都文京区
③男子校だったため共学校に進学したい。

2年次担任
SATO, Megumi

2組 青木 祥 先生（数学）

NAKAI, Kazuki

SHIRADO, Naoto

①部活中心の生活／朝は6:30から／昼
休みも練習／夜は19:00から個人練習
／監督がとても怖かった。
②仙台市太白区。
秋保大滝で水遊び、
広瀬
川で芋煮、
ササニシキでつくる握り飯が
最高に旨い。
③戻っても野球部、
つらかったけど野球部、
怖かったけど野球部

5組 椿原 紗貴子 先生（保体）TSUBAKIHARA, Sakiko
①部活動（陸上競技部 日本で一番速く
なることを目指していました）
②栃木県宇都宮市。餃子がおいしくて有
名です。
③自由な時間をたっぷり味わいたい。
一生
懸命、
楽しく勉強したい。
思いっきりまた部活がしたい。

6組 片岡 恭平 先生（国語） KATAOKA, Kyohei
①サッカー部に所属し、毎日朝練で筋トレ
や走り込みをしたり、放課後の練習でも
声をたくさん出して監督・コーチにア
ピールしたりしていました。
②沖縄出生・東京出身。
美ら海水族館に近
い今帰仁(なきじん)村(そん)というとこ
ろで生まれました。
この辺りは観光客も
あまり多くなく海がとてもきれいなのが
自慢です。NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」
のロケ地にも
なっています。
③演劇部か文芸部に入ってみたいです。

2組 及川 和哉 先生（国語）

AOKI, Yoshikazu

河野 郁子 先生
金森 由美子 先生

OIKAWA, Kazuya

3組 阿部 浩子 先生（国語）

ABE, Hiroko

①憧れの先輩♡、陸上部、
ラジオのハガキ
職人。
②仙台→金沢→秋田→横浜…転勤族で、
出身地がどこかわからないので、
高校時
代を過ごした横浜の自慢！
「３代住んで
江戸っ子、
３日住めばハマっ子」
という
言葉のとおり、
新しいものを積極的に受
け入れる開放的な気風です♪
③日焼け止め！
（やっておけばよかった…後悔…）

NISHIDA, Reina

4組 中村 洋昭 先生（芸術） NAKAMURA, Hiroaki
「今高校生に戻れたら…」
これはもうニー
チェの永劫回帰に倣って、あの高校時代
をもう一度繰り返す！ 寒暖差の大きい、
夕焼けがきれいな盆地、忠犬ハチ公の生
誕地で油絵ばっかり描いて過ごしたしょ
うもない3年間を。

5組 井上 翔 先生（物理）

①野球、
ギター、
読書。
②福岡県出身。
福岡は特に観光する場所は
無かです。つまらんとです。でも、飯と酒
は東京の10倍美味しいけん、一度は福
岡に来たらよかばい。
③入学する高校をちゃんと選んで、青春を
取り戻したい。

①鰻のせいろ蒸しが有名な福岡県柳川市で
生まれましたが、
3歳から東京です。
②高校では、強いて言えば習い事に力を入
れていました。
③とても消極的な生徒だったので、
高校生に
戻れたら応援団とかに挑戦してみたいで
す。

INOUE, Sho

6組 関 岳彦 先生 （英語）

SEKI, Takehiko

①読書です。
②出身地は千葉県です。
お国自慢、東京に
近いことです。
③戻りたくありません。
今が一番。

SC （スクールカウンセラー）
中平 綾子先生

英語

英語

英語

フランス語

アムリ先生
中国語

川上 慧子先生

保体

金澤 真吾 先生 佐藤 浩太 先生 三野 雅 先生

ローレンス先生 アラミンタ先生

Jeﬀrey M. Bruce Lawrence Hamilton

KANEKO, Chiaki

家庭

Araminta Hammond

マット先生

Matthew Nordman

ジョー先生
Joe Scopelliti

韓国語

李 明淑先生

Lee Myong Sook

岡村 繁 先生 栗原 典子 先生

MINO, Miyabi

OKAMURA, Shigeru KURIBARA, Noriko

SHIMIZU, Takazumi

HARUKAWA, Noriko

①旅行と温泉が好きなので添乗員になっ
ていたかもしれません。修学旅行等で旅
行会社の方と話す機会も多く、興味深く
話を聞いています。秘湯や海外へも多く
行けていたら最高です。秘境へ行くほど
コアではありません。
②インベーダーゲームです。
当時は喫茶店のテーブルに据えられ
ていました。
１００円玉をテーブルの端に積んで、飲み物がこ
ぼれるのもお構いなしでボタンを叩き続けていました。
③優しい子が多いなという印象です。大切なことなので大人に
なってもその気持ちを忘れずにいて下さい。
もっと勉強しま
しょう。
大人になってからでは遅すぎます。

SEHARA, Daiki

（国語）

坂下 直美 先生

SATO, Yoshihiro

③自主・自発・自律・自立を意識していれば、
まわりの人たちから
信頼される人になっていけるでしょう。

内田 三喜子 先生 （家庭）板橋高校

石塚 多恵子 先生

ISHIZUKA, Taeko

地歴
（世界史）

（家庭）

①幼かった頃、警察犬になりたがっていた
らしいです。姉が言うには周囲にも公言
し、毎日熱心に練習していたとか。
さすが
に警察犬にはなれないし…やっぱり、先
生が一番いいかな。
②とにかく漫画を読みまくること。
みんなで
貸し借りして感想を言い合っていました。同じ漫画を読んでい
るのに、結末のとらえ方がそれぞれ異なっていたりして面白
かったです。
また、
部活の帰りにピザの食べ放題に通うこと。
美
味しかったなぁ・
・
・笑。

②高校生の時はよく本を読んでいました。
その中で特におもしろかった作品は『赤頭巾ちゃん気をつけ
て』
（庄司薫）
や
『僕って何』
（三田誠広）
でした。
これらの作品か
ら、
自らの進路について考えることができました。
③高校の３年間はあっという間に過ぎていきます。何もしなかっ
たことを後で悔やむより、今、
自分から進んで様々なことに挑
戦してください。結果は別として、
その方がより豊かな人生を
送ることができると思います。

佐川 美香 先生 （英語）産休・育休

（社会）

②竹内まりやさん
（当時現役の大学生）の
歌を、
よく聴いていました。
LPレコードを
3枚買いました
（LPレコードってわかる
かな？）
。

非常勤教員

江原 美登里 先生（養護）蔵前工業高校

（数学）

①旅行社の添乗員
（けれど、高校受験の時
から社会科の教師でした）

①高校生になり、歴史の授業でアルハンブ
ラ宮殿の写真を見て、
アラベスク等の建
築様式に感動し、
イスラーム・スペイン史
に関心を持ちました。
そのため、一時、歴
史の研究者になりたいと考えていました。

（数学）江戸川高校

SEKI, Masako

1-3担任

佐藤 義弘 先生

（英語）

三井 健太郎 先生 （国語）赤羽北桜高校

関 昌子 先生

①口先の機関銃、
マシンガントークという
比喩表現がございますが、
こと私におい
ては溢れるブイヨンのごとく吹きこぼれ
る文章。
文筆業ですね。
②ははあ、年齢を直接聞くのは失礼だから
ということですね。
いい質問です、
その調
子ですよ。
回答はビジュアル四天王です。
③go

③授業や部活動やさまざまな行事でみなさんと関わることがで
きてうれしいです。人生において高校3年間はほんの短い時間
ですが、大人へと成長する大切な時間です。
これだ！と思った
ことにぜひチャレンジしてみてくださいね。

SASAKI, Takumi

養護

小林 正伸 先生

NAKAI, Kazuki

②朝7時前に登校して、誰もいない教室で勉強することにはまっ
ていました。朝の教室は清々しく、勉強もはかどる気がしまし
た。
物静かな警備員さんが廊下を歩きながら大声で１００まで
数えている健康法を行っていることも知ることができましたし、
早起きは三文の徳！だと実感しました。

佐々木 巧 先生

TAKANO, Yumi

KOBAYASHI, Masanobu

中居 一樹 先生

①私は「ムツゴロウとゆかいな仲間たち」
と
いうTVのドキュメンタリー番組を見て、
ム
ツゴロウさんになりたいと思っていました。
クマやライオンや象と戯れたり、馬や犬た
ちと暮らしたり、ムツゴロウさんのように
動物の心がわかる人に憧れていました。

①最初はエンジニアになりたいと思ってい
ましたが、理数系の科目ができなかった
ので、文系に変えました。英語が好き
だったのでその方面の大学に進みまし
た。職業に関しては、当時は教員以外は
考えていませんでした。
②当時はフォークソングなどがまだ流行っていました。
私はビー
トルズが好きで、
アルバイトをしてお金をためてレコードを買
い集めていました。
他には、
永島慎二という人のマンガを読む
ことにはまっていました。
③飛鳥高校は、
明るく真面目な生徒が多いなという印象です。
ま
た、
いろいろな文化的背景の人たちがたくさんいるので、
お互
いいろいろな考え方や感じ方に出会うことで、
それぞれ自分
の視野を広げてほしいと思います。

昨年度末で
ご退職・ご転出
された先生

瀬原 大樹 先生

①教師になっていなかったら、何になっていましたか？
②高校の時に流行っていた or ハマっていたことは？
③飛鳥生に一言！

（英語）

KOKUBO, Masaru

政経・倫理

新任の先生方にインタビュー

春川 紀子 先生

高野 由美 先生

小久保 勝 先生

地歴

③先生も生徒の皆さんも、熱い学校だと思いました。特に女の子
たちのパワーには、圧倒されています。今、経験していることの
すべては糧になります。高校生活、全力で取り組んでください。
私もこれからの飛鳥生活をとても楽しみにしています。

ご退職
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Peter Seddon

SATO, Kota

1-1担任

清水 孝純 先生

ご転出

Cherise Laing

ジェフ先生

情報

NIIDA, Kyoko

芸術

KANAZAWA, Shingo

KAWAKAMI, Keiko

ピーター先生

會田 哲也 先生 兼子 千明 先生
AIDA, Tetsuya

新居田 恭子 先生

KAMADA, Hiroaki TOGASHI, Yoshitaka

KATO, Tomohiro KOBAYASHI, Mitsuaki

太田 斗志夫 先生

Baradon Amaury

シェリース先生

KAWANO, Ikuko

TAKEDA, Yuuji

加藤 友啓 先生 小林 光明 先生 鎌田 裕明 先生 冨樫 良隆 先生

OHTA, Toshio

英語

NAITO, Ai

YOSHIOKA, Taketo

武田 裕史 先生

数学

新任紹介

5組 樋口 千恵子 先生（数学）HIGUCHI, Chieko

ALT（Assistant Language Teacher）

愛 先生

理科

KAMIYA, Yoshie

①勉強。
手紙や文章を書くこと。
②東京の多摩地区で、玉川上水の出発点
のすぐ近くに住んでいました。
水が綺麗でおいしいです。
③母が作ってくれるお弁当をまた食べたい
です。
毎日作ってくれることにちゃんと感謝も
したい。

英語

TAMAI, Isao

内藤

吉岡 岳人 先生

YAMAGUCHI,Masato

NAKAHIRA,Ayako

JET（The Japan Exchange and Teaching Programme）

玉井 勲 先生

山口 正人 先生

AOKI, Sho

①剣道。
②埼玉県さいたま市。
日本一の浦和レッズ
と熱いファン
③飛鳥高校の団活動のような大勢で集大
成をつくる活動をしたいです。

4組 神谷 芳恵 先生（英語）

国語
青木 喜和 先生

①サモンナイト３というゲームに夢中で、
ずっとやっていました。
②青森育ちで、ねぶた祭は荘厳で一見の
価値ありです。
③今の体型にならないように筋トレに勤
しみたいと思います。

①部活動に夢中になっていました。陸上部
に所属して、毎日10キロ以上走っていま
した。
②島根県。海に隣接しているので、海の幸
等の食べ物がおいしいです。
③2年生の頃から死ぬ気で勉強したいです。

3組 西田 玲奈 先生（地歴）

英語

KANAMORI, Yumiko

（出身地自慢も、高校生に戻りたいこともな
いので、
高校時代の小話を。
）
クラス準備は「部活を優先する代わりに当
日は何でもやる」
と約束した私。
文化祭当日、
学級委員長から
「クイズ番組の
司会者になったから、
よろしく。
」
と台本が。
適当にやればいいかあ…と思っていたら、
司
会者2人でコントに歌にダンスまで。
しばらくの間、
校内で
「あの司会者だ！」
と笑われました。

①秋葉原や神保町で毎日プレミアCDや
古本の相場を眺めていました。
あとは知
識を頭に入れることですね。勉強に限ら
ず。
②東京良い。
③小さなビジネスじゃなくて、会社を作っ
て貿易をすればよかったです。でも、高
校生の時期は頭に知識を入れることの
方が重要だと思うので、
結果論よかったと思います。

4組 白圡 直人 先生（社会）

3年次担任

担任の先生方にインタビュー

教 職 員 紹 介

志波 昌明 先生（前校長）
池田

菅野 久美子先生（英語）

厚 先生 （前副校長）

関矢 勝秀 先生（世界史）
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