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本校１００年の歩み 

草創期（本校創立当時の本校を取り巻く当時の東京府北豊島郡の様子） 

１．創立当時の東京府北豊島郡の状況 

 

➀ 東京府北豊島郡の成立  

 明治 11 年郡区町村編成法の施行により、現在の板橋区・練馬区・豊島区・北区・荒川区を範囲と

する、東京府北豊島郡が成立した。 

明治 22 年制定の市制町村制により、板橋区域の各宿村は板橋町・上板橋村・志村・赤塚村の１町

3 ｹ村にまとめられた。この体制は、昭和 7 年（1932 年）10 月の板橋区誕生まで存続する。 

 

② 近代工業のあけぼの  

   板橋火薬製造所は、陸軍省により旧加賀藩下屋敷跡地（約 3 万坪/10 万平方メートル）に建設され、

明治 9 年（1876 年）8 月陸軍砲兵本廠板橋廠として操業を開始した。 

この板橋の地は、日本初の黒色火薬製造機械（ウェッテル火薬製造方式）を擁する近代工場を中心

に、日本の兵器産業を担うこととなった。現在加賀西公園に建っている「厚真気圧輪記念碑」は‘兵

器の独立は、国家の独立ʼとの思いで、兵器産業の確立を急務の課題とした国家の姿を、しのばせる。

その後昭和 15 年（1940 年）には、東京第二陸軍造兵廠製造所となり、最盛期には 7 千人を超える

労働者を擁する一大軍事工場となった。 

ここに板橋は、重化学工業の一大拠点として発展することとなる。 

③ 東上線  

大正 3 年（1914 年）東上鉄道（後の東武東上線）の池袋～川越間の開通は、近郊地帯へ都市圏への

拡大をもたらした。 

    

      環七 大和町陸橋が開通              東上線「中板橋駅」 

④ 市電（後の都電～地下鉄都営三田線） 

都市交通を代表し路面電車として親しまれた市電（都電）は、昭和 4 年（1929 年）巣鴨～下板橋（後

に志村橋まで延⾧した）が開通し、昭和 41 年都営三田線の工事が始まるまで、住民の足となった。 
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     石神井川（板橋）に牧場があった。        志村坂上の「一里塚」 

⑤ 板橋工場街の誕生  

 

←中山道で、上の方は志村坂下～戸田橋方

面で工場の煙が上がってる。 

 

   志村地区は、大正 14 年に帝都復興の

一環として工場地域内の「甲種特別地区」

に指定され、危険物取扱工場、化学工場な

どが移転してくることで、急激に開けてい

く。この地域は、衛生上有害な業種や危険

な業種を一か所に集め、東京市内を工場に

よる環境汚染から防止する施策であった。

志村地区が指定されたのは、帝都の近郊に位置し、河川の便に富み地勢的に丘陵が起伏していたこ

とによる。昭和 8 年（1933 年）の区内の工場数は１８６、昭和 10 年は２７４、昭和 15 年は１９８

０と急増した。いわば、軍事工場を中心とする板橋区の中小工場は、兵器製造にかかわる中で技術

的練度を高め、戦後の板橋区の工業発展に大きな影響を与えたのである。                       

（板橋区政 60 周年記念 図説「板橋区史」（平成 4 年発行より） 

 

このように北豊島郡には、多くの工場が集まったが技術者が足りない状況であった。そのため即戦

力を養成する専門学校の設立を求める声が、政財界で高まってきた。現在では考えられないが、当時

財界から資金を調達（寄付金）して、行政に働きかけ設立した学校は少なくない。本校もその中で創

立された学校である。 

 

⑥ 商工学校への期待  

実学の普及充実の要求は、北豊島郡立商工学校（現在の北豊島工業高校）の設立として実現した。

この学校は、大正９年（１９２０年）「本郡商工業ノ発展ニ伴ヒ素養アル従業員養成ノ目的」で、修

業年限三ケ年、商業科工業科合わせて２２０名を定員として、滝野川町滝野川大原嵯峨の地に設置

された。 
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このように、より専門的な職業従事者のための教育とは別に、素養ある従業員を育成する目的の学

校開設が求められたのであった。 

郡内２０村のうち、東部１１村が商工地帯となり、大正９年には工場数が１，１１０男子の従業

者数３，２５０名にも達して、実業学校入学希望者も増加していた。王子町では、「本年王子町王子

尋常高等小学校ニ併設シタル科目制工業補習学校ニ入学スルモノ延人員２５０余名ヲ算スルニ考フ

モ如何ニ此種ノ教育施設ヲ必要トスルカヲ察スルニ足ル」状況となったため、「実業学校令及商業学

校規定乙種程度並ニ徒弟学校規定ニ依リ」「郡内所在各工場側ノ要求ニ基キ最初各工場連合シテ従業

員ノ養成並ニ補習ヲ行フベキヲ成ルベク公立ノ設置ヲ希望スルノ意ニ依リテ設置」することとなっ

た。そのため、群立滝野川商工学校設立を計画、男爵古川虎之助６，０００円、同渋沢栄一、同岩崎

久弥、大畑栄次郎各３，０００円、東京電灯株式会社、東京瓦斯電気工業株式会社各５００円などが

２８，３３５円を寄付、公債１０，０００円、郡費負担２，３４１円余をもって設立された。 

 

この商工学校は、現在の東京簡易裁判所北分室の

ところで、公地９３８坪余、運動場３６０坪、校舎

木造２階建、総坪数４９坪で７教室であった。学科

は、商業科と工業科からなり、さらに工業科が電気

科と機械科に分かれ、卒業して直ちに商工業の実務

についても、充分に役立つような教育方法がとられ

ていた。 

入学資格は尋常小学校卒業程度、就業年数は３年で、

大正１１年１１月現在の在校生は、商業科１１３名、

工業科９３名計２０６名であった。併設の補習夜学

校の修業年限は、前期も工期もともに２年で、学科は商業、機械電気、製図に分かれており、毎日

午後６時から９時までの授業で、大正１１年１１月の在校生は１６０名であった。 

この東京府北豊島郡立滝野川商工学校は、大正１２年４月に郡制が廃止されたため、東京府立滝野

川商工学校と校名を変更した。 

東京府立商工学校は、昭和１８年４月に東京府立北豊島工業学校となり、同年７月の都制施行により、

東京都立北豊島工業学校（現都立北豊島工業高等学校）となった。この伝統ある商工学校は、実業青

少年の実学教育の場として、滝野川にうぶごえをあげ、勇為なる人材を育てたのである。 

「文化の滝野川」（昭和４５年発行）より 

２. 初代校⾧菊池午之助校⾧時代 

① .創立時の本校教職体制               

東京府立商工学校⾧菊池午之助氏は明治２年９月神奈川県高座郡渋沢村の舊家に生まれた。家は

代々名主を勤めた家柄で、父君直知氏亦名主戸⾧として公共の為に盡されたものだ。君は二男に

生まれて大正二年東京高等工業学校を卒業文部省嘱託となり同年１２月母校たる工業高等の助教

授を兼任すること６ケ月餘り、同９年３月現商工学校開校と共に校⾧としての招聘に應じ今日に

至ったものである。 
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当校の職員名簿より 

就職年月     擔当科目      出身学校     職 名    氏名 

大正９年３月    修身     東京高等工業学校   校⾧兼教諭  菊池午之助 

大正１０年５月   英語     東京外国語学校    教諭     森田吉秀 

大正１０年６月   国語     小学校本科正教員   教諭     山中襄太 

      同      英数        同       同      澤畠道三 

大正９年４月    数学        同       同      奥田榮次 

大正１１年１０月  體國 中等程度體操教員免許状ヲ有ス 嘱託     土橋義彦 

大正１１年５月   工作                助教諭心得  龍 敬一 

大正１１年４月   商業     商業教育養成所    同      小沼 恭 

      同      電気     工業教員養成所    同      但馬祐治 

      同      理化     小学校本科正教員   同      才野彦士 

大正１１年６月   地歴     東京高等師範学校   同      池端 榮 

大正１１年４月   珠算                同      北倉幸十郎 

「文化の滝野川」（大正１２年９月１５日発行）より 

② 当時の学校の様子 

滝野川町滝野川 492 番地に在り、大正 9 年 3 月 9 日群立商工学校として認可せられ、同年 3 月

23 日菊池午之助氏校⾧に任命せられ、同月 31 日校舎落成し、同年 4 月 1 日より開校せり。同年

11 月 15 日附設補習夜学校を開設し、同 11 年 3 月 28 日第一回卒業生を出し、翌 12 年 3 月 31 日

郡制廃止と共に府に移管せられて東京府立滝野川商工学校と改称し、超えて昭和 6 年 3 月 31 日校

⾧菊池氏に替わりて佐藤孝次氏第二代校⾧に任命せられ今日に至る。 

本校は校地坪数 938 坪余、運動場坪数 260 坪あり、校舎は木造２階建にして総建坪 349 坪にて

教室数は７教室なり。 

同校は尋常小学卒業程度の者を入学せしめ、修業年限は３ケ年にして、商業科、機械科、電気

科に分かれ生徒の定員は 240 名とし之を８学級に別つ、補習夜学校は修業年限を前期二年後期二

年とし商業、機械、電気、製図等を教授せり。昭和 2 年 6 月青年訓練所規定第八条に依り青年訓

練所と同等以上と認定せられたり。本校の卒業生は学績優秀にて就職率頗る良好にて卒業生 616

名中上級学校入学者及び死亡者を除き残余の卒業生は孰れも有力自家経営若しくは官公庁、諸会

社に就職し居れたり。 

本校在学中の学資概算は、商業科に在りては第一学年１０６円４６銭、第二学年６８円７６銭、

第三学年１１１円８７銭、電気科に在りては第一学年１１１円１銭、第二学年６７円７９銭、第

三学年１１１円７２銭である。斯く学資の低廉と就職率の良好とに逢い相俟て入学志願者は逐年

増加し毎年定員の４、５倍に上がれり。 

現在本校の教職員数は佐藤校⾧以下教諭９名、助教諭１名、嘱託８名、書記２名及び剣道と珠

算の嘱託各１名で計２３名である。（「北豊島総覧」（昭和 5 年度創刊版）より） 
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３．２代佐藤孝次校⾧時代（１９３１年～１９７０年） 

① ．校舎が滝野川から板橋へ  

  私が赴任したのは大正十五年で、当時学校は滝野川にあり、東京府立滝野川商工学校と呼ばれ、定

員は２４０名の乙種実業学校であった。元来乙種の学校には、文部省の細かな規定が適用していなか

ったので学校独自の考え方を強く打ち出すことが出来たので、私はそこに魅力を感じ、何とかして乙

種工業を代表する学校を実現したいと考えておった。 

  昭和６年、突如として校⾧が高齢の故をもって退職されて、私が後を継ぐことになった。いかにも

貧弱な施設設備であったので、強く学校の改造を要求したが、当時は未曽有の不況下（世界大恐慌）

のため、要求の半分しか予算がつかなかった。この為、用地の問題にしても予算が少なく滝野川地区

には適地がない。少しでも広い敷地と言う訳で、板橋地区に４千坪の現校敷地を求めた。また、乙種

の学校という事でか、安直な考えの様で工場面積が極めて狭い。そこで将来は機械・電気の他に印刷・

木工の四科を置くという建前で、床面積の増加を認めて貰い、実際には、機械・電気の２工場にし、

設計建設を進めた。（北豊島新聞より） 

 

② 校訓「自治」を定める 

 

 

我々は社会の一員として生存しているのである

から、全ての人々がこの社会生活において、各々

その人生を全うする為には、結局、お互い個人

を尊重し合うという事に帰着すると思う。 

これは我が国の憲法にも個人の尊重を明示して

いる所以であり、「自治」をもって校訓とした根

源は、実にここにあるのである。 
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すなわち「自治」をもって個人尊重の別名としているのである。学校という団体生活において、個人

尊重の理念を具現した姿が、即ち「自治」であって貴重なる学校生活をして悔いのないものにしたい

というのが、私の念願である。（昭和２８年発行「白堊」より） 

 

③ 当時の思い出  

  昭和１１年４月の入学式は、講堂・体育館が工事中であったので、屋上に式場を作って行われた。 

新入生たちは、そよ風を緊張した紅顔に受けながら佐藤校⾧の⾧い式辞を聞いたのである。学校の周

りに人家とて少なく、現在のエスビー通りに、板橋駅から豊島園行きバスが１時間に１本ぐらいの割

合で通っていた程度だし、中板橋駅から学校への坂道は、切り通しの赤い地層（関東ローム層）が露

呈した道であって、校舎が台地にそびえ立っていた。 

 学校生活の全ては、校訓「自治」・・・・・自分の人生は自ら切り開く精神であり、其の為の実力主義・

努力主義・反省主義が・・・・・徹底していて、一人一人が、いきいきと勉強や校友会活動に励んで

いた。（商業科１４年卒 高橋 慎三 ５０年史より） 

 

４. ５０周年記念史より 

― 座談会ʻ５０年の歴史を語るʼ ― （出席者 旧職員１２名、白堊会７名、職員１１名） 

➀ 渋沢栄一氏と菊池校⾧ （大正１２年機械科第一回卒業 初代同窓会会⾧ 鈴木正司氏談） 

大正１１年３月に商業科第一回卒業式に、渋沢栄一氏がお見えになり、「順理則裕」という書を学校

に贈り、卒業式には渋沢栄一が、その書の意味を卒業生に話された。次に菊池校⾧の銅像ですが、昭

和６年に退任し、佐藤校⾧に変わりましたが菊池校⾧の功績を讃えて、同窓会が昭和１２年１１月に

滝野川から現在の富士見町に移動し、新校舎落成記念事業として寄贈・建立しました。製作者は北村

西望門下の丸山震六郎氏です。費用は台座なども含めて１，７００円でした。戦時中は何度か、銅像

を供出するよう強制されたが、強力に同窓会として反対したので、今日残っているわけです。 

‘順理則裕ʼこの書が、設立後渋沢栄一より贈られ、現在校⾧室に飾られている。 

 

右端が菊池校⾧ 左端が渋沢栄一先生 
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② 現在地 昭和 12 年（1937 年）新校舎落成祝賀会 （機械科 斎藤敏雄先生談） 

 

新校舎落成記念祝賀会は、郡内各事業所

の協賛になる、今でいう「製品見本市」的

な展示会は素晴らしかったと、後々まで地

元の噂でした。昭和１７年に赴任してきた

私が、それを或る鉄工所の社⾧から聞かさ

れた位です。まあ、この辺から佐藤校⾧を

軸にして、商工学校が大きく伸びていくわ

けですが、更に造幣廠の委託生、商業科の

購買会、工作機械研究会、採鉱冶金科につ

いて、そして群制施行から商工の分離と、

日本の動きと共に、本校もまたいろいろな

ことが生じたり、消えたりしていきますが、それらの事を話すとき、佐藤校⾧の姿が大きく映し出さ

れます。 

 

③ 佐藤校⾧の思い出 （昭和９年～１７年まで理科担当の鈴木實先生談） 

佐藤校⾧と私とは蔵前高等工業（現：東京工大の前身）の同期生で、彼は機械科で、私は応用化学

を学びまして、卒業と同時に山形県立山形工業学校に奉職して４年間、テニスの相棒でした。彼は晩

学で、小学校の先生を７年もやってから蔵前に入学したのだが、私とは気心があったというか、いつ

も面倒を見てもらいました。彼は良く、僕が校⾧になったら、必ず君を迎えると約束していたが、そ

の言葉通り私は商工学校に迎えられた。 

先ず佐藤という男は、そういう義理堅い男でありました。しかし反面、芯の強いことも無類で、あ

の校訓「自治」を戦争中は、配属将校や、軍事教練の査閲に来た将校に、廃止するよう忠告されても、

最後まで受け付けなかったことは、皆様の中でも知っていると人が居ると思う。逆立ち教育、無理な

教育はするなというのが先生の教育方針であったが、それは、甘やかせとか、流れるままにとかいう

考えでは無かった。とにかく親の身になって教育せよという気持ちが強かったようです。 

 
④ .財団法人 工作機械研究会 設立昭和１５年（1940 年）～閉所昭和３８年（1963 年） 

＜設立経緯＞  

工作機械研究会は、本校卒業生の中の希望者に、より高度の技術の錬磨と人格の涵養を行わせるため

に、二代目校⾧の佐藤孝次先生によって本校内に財団法人組織で設立されたもので、理事・監事・評議

員は本校の職員および旧職員によって構成され、入会した卒業生を研究生と称し、最も多い時には４０

名位を擁して、本校の施設・設備を利用して主として旋盤の製造を中心に活動が行われていた。 

 また、本研究会は本校の第二本科（のちの定時制）の生徒にも研究生と一緒に活動して技術を習得さ

せるための場を与え、これらの生徒も多い時は２０名位いたようである。 

  工作機械研究会が設立された昭和１５年は皇紀２６００年の年として、かなり物資の欠乏し始めた

頃であったが、酒の特別配給などがあって日本中がお祭り気分に賑わった年であった。しかし日華事
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変勃発以来３年、事変は全くの膠着状態に陥り、また、当時、欧州では、すでに大戦争の火蓋が切ら

れていて、世界中に暗雲が渦巻いていた。 

  明治以後、日本の産業の大きな変革発展にともなって工作機械の製作技術もかなり発展していたが、

欧米諸国に比べて半生記に余る遅れは一朝一夕に克服できず、この頃は、まだ、優秀工作機械は輸入

に頼らざるを得ない状態であった。こうした時に世界中の風雲が急になり、莫大な軍需品の生産が必

要となるや、我が国においては工作機械の増産と質的な向上が最大の急務となっていたのである。 

  工作機械研究会の設立された理由の一つにはこうした社会的背景があったが、この設立には佐藤先

生の機械技術者教育に対する理念が最も大きな理由であった。 

  当時、機械工場の現場作業に従事していた熟練工と言われる人々の多くは、徒弟制度的な訓練によ

って経験的に技を身につけた人たちで、また、管理・設計などに当たる技術者はハンドルを握った経

験が少なく学理だけによってこれらの仕事を行っていたので、この両者の間には、色々な面で大きな

ギャップがあり、あたら優れた創造や開発も、この両者の僅かな蹉跌で実を結ばぬことが多く、これ

が、当時の我が国の機械工業の発展を阻害する大きな要因であり、また苦悩の根元であった。 

 これらの我が国の工作機械工業の欠陥を補うには高度の技術的感覚と豊かな知識を持った技術者の輩

出が必要であるが、また、こうした技術者の養成には若くて柔軟な心身の持ち主が必要である。佐藤

先生はここに本校の卒業生に着目し、彼らに機械技術者教育を行うことを志したようである。 

  当時、研究生は午前８時より午後５時まで機械工場において実際の工作機械製作に従事するととも

に、夜は本校教員について学理の研修を行っていたようである。 

  また、この教育活動の一環として、技術的な視野を広めるために、研究生を国内の一流工作機械工

場に派遣したり、講習会に参加させたㇼ、さらに佐藤先生は海外留学等も考えていたようである。 

  本研究会では旋盤の生産が主な事業内容であったが、この旋盤は全国の工業学校をはじめ、諸官庁・

一般工場等で多く用いられていた。 

  戦争中、本校の生徒達にも勤労動員令が下されたが、本研究会の以上のような実績が大きく買われて

いたため、機械科の高学年生徒は自校の機械実習室で旋盤や航空機部品の生産に従事することになり、

このことは当時の生徒の教育上に大きくプラスになったとともに、他の工業学校の設備機械の多くは軍

需工場に移動されたにも拘らず、本校の設備機械類は学校に置かれたままであったので、終戦直後の教

育活動に大いに役立った。 

  戦後の混沌とした社会情勢下にあっては、本研究会の形態も変えざるを得なかったが、それでも佐

藤先生の指導の下に存続されて、着々と実績をあげていた。 

 しかし、急速に大きく変革した社会の産業構造や教育制度に対して、色々な面で、その存続が困難に

なり、昭和３８年３月末をもって２０有余年の歴史を閉じた。（旧職員 白堊会 大井淳一郎氏談）  
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⑤ ．工作機械研究会の思い出 （５０年記念史 座談会より） 

 

＜昭和６年～１７年まで機械科担当の中村虎一先生談＞ 

研究会の発端は、最初は製品を目標にしたことではなく、何しろ敷地８００坪程度の小さな学校で

あり、何とかこれを府立になってもおかしくない様な設備に先ずしなければと、緊縮財政の浜口内閣

の時、天野、竹井の両先生と一緒に予算要求書を作り、６０数万円の予算を郡⾧に要求したことから

始まったものです。事業所が毎日のように潰れる不況時代でありましたが、同窓会の尽力や、有力者

の理解などのお陰で、当時としては驚くほどの４０数万円の金が出来ました。この金で、ほぼ思う通

りの設備が出来ましたが、これも佐藤校⾧の努力が大きくものを言ったと思っております。（１９４０

年の貨幣価値と２０１７年と比較すると、７００倍～１０００倍と諸説があるが中間の８５０倍とす

ると、３億４千万になる。） 

さて新校舎へ移った、設備も整った、というところで、工業學校に於いて本当の実習が出来なけれ

ば、仏つくって魂入れずという事から、単なる実習では駄目であるという発想が生まれました。その

実現が、紀元２６００年（昭和１５年）記念として発足した「工作機械研究会」です。研究生は、卒業

生各クラスから１，２名多い時は５，６名を学校に残し、第二本科の生徒も含めて、多い時には７０名

ぐらいおりましたが、海軍の真空ポンプを製作しておりまして、その金で研究生には月給を払いました。

月産２０台ぐらいだったと記憶しております。 

＜昭和１６年機械科卒 瀬戸卓郎氏談＞ 

卒業後は工作機械研究会に所属しましたが、旋盤製作現場でしたから、はっきりしたことは覚えて

おりませんが、旋盤を月産１５台ぐらいではなかったでしょうか。全部で２００から２３０台位だっ

たようです。ま、兎に角、現在の中学生と同年齢の生徒を含めての合作ですから、今考えてみても、

良くやったものだと感心する事さえあります。当時あの旋盤は都内の各工業學校の実習用に使用され

たそうで、その事だけでも本校の歴史に残る事業であり立派なものだと思います。 

＜司会の斎藤敏雄先生より＞ 

本校の機械科、電気科卒業生で研究生だった人で教員になっている人が相当ありますが、私から見

ると一本筋金が通った方が多いですね。練馬工業の瀬戸、佐藤、本校の星、関、大井、写研の石井

常務も本校定時制の先生でした。 

 
⑥ 山中寮の思い出    

1. （旧職員 細井秀虎氏） 

佐藤校⾧は常々「教員は貧乏であるけれども、百

万⾧者の生活をさせるのは校⾧の腕である。生徒

にも、また平等に豊かな生活をさせるべきである。」

これを実現するにはどうしたらよいかということ

で、当時、工作機械研究会を母体として、これは

財団法人だったので、これからあがる利益を寄付

してもらい、海に山に寮を建てて職員生徒に利用

させるのだという事を話していました。 
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2. （旧職員 川端一氏） 

私が一つ耳に残っているのは、紀元２６００年ということと、教育勅語御下賜５０周年と本校創立 

２０年の三つがかなった昭和１５年に何か記念に残してはという意味もあったようです。当時は戦争も

激しくなってきた時代なので、名前も「修養道場」となったのではないでしょうか。同年６月に山中湖

に敷地１，３００坪の土地を年間３００円で契約をした。建坪７０坪の建築費およそ１５，０００円の

予算で計画しました。この予算は主として校友会の負担歳、生徒の臨時拠出、他に同窓会、その他から

援助を仰ぐという事で計画したようです。工事は現在の富士急でしたが、建築資材が戦争のために不

足し始め工期は３年以上かかり、竣工は昭和１８年１２月２９日でした。最初の利用は村上先生で生

徒には大井さんもいたと思います。 

 
3. （旧職員 細井秀虎氏） 

昭和２４，５年ごろから計画的に利用

されてました。（白堊会 柳川健一氏 

昭和２７年機械科卒） 

昭和２５年の１０月に、新聞種になっ

た山中湖遭難事件が起きました。佐藤

校⾧が出張中で私が責任者の時に、確

か１０月１６日だったと思います。い

きなり朝日新聞とＮＨＫの記者が職

員室に入ってきて、興奮した口調で

「お宅の生徒が乗ったボートが３２

隻山中湖で突風にあおられて、ひっくり返り、１２名が行方不明になり、６名が死亡して対岸の岸に

死体が揚がった。」と言うではないですか。直ちに鈴田先生たち３名を第一陣、そして第二陣として現

地へ向かわせ、学校から現地の警察へ電話を入れ状況等収集した。まもなく電話が入り、誰も死亡は

していないことが解り、ホットしました。当時の状況はボートの使用は禁止していたのですが、生徒

が無断でボートに乗り出し突風にあおられ、対岸の砂場に乗り上げて助かったようですが、朝日新聞、

ＮＨＫが良く確認しないで誤報をしたとのことです。その後生徒の山中寮利用は夏休みに変更したと

思います。 
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⑦  戦時中の学校の様子  

＜軍事教練、屋上の警報器＞ （旧職員 白堊会 大井淳一郎氏） 

 

 昭和１９年の半ばまでは、時間割の中に週２～３時間の軍事教

練が組み込まれ、遠足の代わりに行軍や野外演習が行われた。そ

れでも運動会などは、わりあい盛大にやることが出来た。 

戦時中であるから、棒倒し・騎馬戦などの他、紅白銃剣術試

合や、軍装して整列までの時間を競い合うという種目があった。

いで立ちたるや、かなりひどく、上半身裸に教練ズボン（カー

キ色の木綿製）、それに裸足という様であった。 

 屋上に焼夷弾が３発落ちまして、職員は夜中召集を受け登校

しました。隣接の民家は焼けましたが、後者は無事でした。学

校の裏には、焼夷弾の燃え殻があちこちに沢山突き刺さっていま

した。 

それを、フライパンを作る材料にする為に拾い集めました。 

 

＜戦後新校舎増築の思い出＞ （三代校⾧ 早坂朝太郎氏） 

  本校は、戦災を少しも受けていないので終戦直後は、校舎も実習設備も他校から羨まれるありさま 

でした。しかし戦後１０年も経過した頃には、他校の復興も着々と進んできました。都の当局は、全 

然戦災を受けていないのだからというので、営繕費を少しも出してくれなかったので、私が赴任した 

頃には、校舎の損傷も甚だしく、又ひどく汚れていました。そこで、都当局に実情を見て貰い、良く 

説明して、毎年続けて校舎、運動場や設備の改修をして貰いました。 

  昭和３４年には、当時としては巨額である４千万円を投じて、物理室、化学実験室、電気関係の実 

験室、図書室、音楽室などのための鉄筋コンクリート３階建ての校舎と、鉄筋平屋建ての原動機実験 

室の、計５８６坪を増築して貰いました。新校舎は、昭和３５年竣工しました。１０月には新校舎の 

落成式を兼ねて創立４０周年記念式典が、同窓会、後援会と連合で、盛大に挙行されました。 

 

５. ７０周年記念誌より 

― 座談会ʻ商工学校から新学制へ’ − 

座談会記録から（出席者：旧職員１２名、白堊会２名、ＰＴＡ３名、現職員１３名） 

 

➀ 滝野川時代・関東大震災  

  

私は王子の第二小学校から商工学校に入学しましたが、卒業したのは男子が８０名位、女子が７０

名ほどでしたか、その男子のうちで中学へ行ったのが、記憶では郁文館へ１名、早稲田実業へ１名

あと商工学校へ８名程度でした。その時代は家庭によっては教育などしなくても実務の方が大事だ

という事であまり進学率は良くなかったと記憶しています。私は商業科でございましたから、放課
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後文房具なんかを仕入れに行って値段を付け校内の販売店で売って記帳いたしておりました。商業

科は珠算に重きをおいておりまして、簿記などを学びました。当時タイプライターが４台ありまし

たが、１０人に１台程度ですので見る程度でした。関東大震災の時は大正１２年で私が商業科２年

生でした。二学期の始業式を終え家に帰り、お昼を食べようとしたとき地震が起きました。その時

の様子ですが、ゴォーという地鳴りが続き、下から突き上げるようにガタガタ揺れてまいりました。

学校はかなり高台に建っていたので案外被害は少なかったようです。そのため、１カ月休校し被害

の大きかった「実科工業学校」と二部授業を行い、午前中は商工学校、午後は実科工業学校として

３か月間ほど続きました。(白堊会会⾧ 佐野光男/大正１４年商業科卒） 

 

②  新校舎（現在の富士見町）へ移転 

私が入学したのは昭和１１年ですが、

講堂が工事中で入学式は校舎の屋上

で行いました。（第一期工事落成が昭

和１０年３月、第二期工事は昭和１１

年１月、第三期は同年８月に落成し、

校舎落成式は昭和１２年１１月１日

盛大に行われた。）その入学式は屋上

でしたので、風が強い日で佐藤校⾧の

挨拶が⾧くて、寒さに震えていたこと

は覚えています。１１月の落成式は、

全校生徒あげて板橋 

区内の工場とタイアップして、全教室を使って行いました。東都乗合バスに宣伝のポスターを貼っ

てもらうよう依頼に行ったり、近くの工場に参加してもらうようチラシを詰めた封筒を郵送しまし

た。新校舎になってから本校入学倍率が上がり、６人に１人と記憶してます。当時の入学試験は学科

と面接があり、面接は先生が行い在校生が教室の入口で手伝いをしたことを覚えています。当時は乙

種（３年制）の学校は少なく多くは甲種（５年制）でしたが、優秀な生徒が集まり、卒業後乙種から

資格を取って東大、東北大へ入学した生徒もいました。         

(旧職員・白堊会 高橋慎三氏/昭和１４年商業科卒） 

 

③ 教室の暖房（スチーム暖房）  

 

   新校舎は最新設備が施られており、中でも当時最先端だったのが石炭燃料でスチームを発生させ

各教室に送るシステムです。各教室のスチームの上は生徒の弁当が並び昼頃までに、丁度よい温度

になったのを覚えています。私の記憶では戦況が悪化して、鉄製ラジエーターは２０年６月に軍へ

供出されたと思います。大井淳一郎氏は、昭和１６年に入学したが、入学式の時だけ恩恵を受けた

が、その後は味わっていないと思うと話されていた。          白堊会 矢澤竹雄氏（昭

和２４年機械科卒） 
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私は昭和１９年から６年間生徒でいましたが、その間は暖房なしで過ごしました。 

(旧職員 鈴田次資氏) 

 

③  戦中から戦後の学校  

 

   昭和２０年８月１５日の時は夏休みですから、それまでは勤労動員で毎日、学校工場ということ

で、今の機械工場で工作機械や航空機の部品を作っていました。それが１５日で終わりました。９

月なって造幣廠へ工具を貰いに行ったりで、まともな授業は余りなかったのですが、かなり早い時

期に授業は始まりました。英語・機械・数学など教科書が無くてやっていました。私は翌年（２１

年）３月にはちゃんと卒業しました。            

(現職員・白堊会 大井淳一郎氏/昭和２１年機械科卒） 

 

勤労動員が始まったのは昭和１８年ごろから始まったと聞いています。学校の生徒の勤労動員は、

文部省の通達か何かで始まったのが昭和１８年６月２５日です。軍需工場に従事するという内容で

した。また、９月頃には女性の勤労挺身隊が出来ました。当時の戦況は「アッツ島で玉砕」「キスカ

撤退」なんて切迫した事態があり、１８年１０月２１日に学徒出陣の壮行会が皇居前でありました。 

（旧職員・白堊会 星志行氏/昭和１５年機械科卒） 

⑤ 陸軍造幣廠との関係 

 

   陸軍養成廠の養成工が、昭和１２年から１４年までは、委託生として商工学校で受け入れていま

したが、昭和１５年に滝野川に技能者養成所が開所しました。軍の中で教育しようというので作っ

た訳です。この年からは委託生でなく、本校の先生にお願いして養成所に来ていただき、見習い工

員課で授業が行われていました。終戦時に、マッカーサ指令により、軍の在庫品を全部届ける事に

なり、教室に刀や、銃などを集め報告しました。 

   ところが、宿直はいたのですが、夜になると米兵がカギを壊して入って来るんです。盗まれれば

員数が違ってきますが、何も防御出来ません。主に日本刀を盗っていくのですが、いずれ機械類に

も問題が起こるだろうという事で、当時、教育工場⾧をしていた池田さんの決断で、全部北豊島に

移すことになりました。昭和２０年９月のころです。大八車で先生方、生徒さん達で運べるだけ運

べっていうんで、ボール盤とか、ヤスリだとかをはこびました。（旧職員 渡邊厚氏） 

 

⑥ 商工学校から新学制へ  （１９４３年（昭和１８年）） 

― 東京府立商工学校から東京都立北豊島工業学校へ − 

   学制で甲種というのは小学校卒業してから５年間教育を受ける人たちです。また、第二本科が４年

制で、現在の定時制に相当します。（旧職員 川端一氏） 

終戦後の日本の教育制度は、大きく変革することになった。それまで商業科２クラス、機械科が２

クラス、電気科が１クラス、採鉱冶金科が２クラスであったが、昭和１８年商工学校から、工業学

校に変わり商業科、採鉱冶金科が廃止となった。白堊会の前会⾧矢澤竹雄氏が小学校卒業後、昭和

１９年に工業学校に入学しました。その間に学制が変わり、高等学校とか新制中学校ができ、矢澤
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さんも併設中学を卒業して継続して高等学校を３年間通って、卒業したのは昭和２４年です。 

（旧職員・白堊会 星志行氏/昭和１５年機械科卒） 

昭和２２年３月３１日に教育基本法と学校教育法交布とありますが、この時にアメリカの教育視察

団がまとめた６・３・３・４制が確立し、本校も昭和２２年から東京都立北豊島工業高等学校に改称

しました。第一回の卒業式が昭和２４年行われています。（旧職員 緒方興助氏） 

 

⑦ 制服・徽章・学生運動  

      

      商工学校時代                現在の校章（戦後変更した） 

（発祥の地、飛鳥山の桜を基調にし、ペンが商業を、ハンマーが工業を表した。） 

 

戦後３０年ごろまでは物資が不足していた時代ですので、まともな学生服を着た生徒は殆どいな

い。中学校の制服を続けて着用していました。帽子の徽章は昭和２６年ごろにはあったと思います。 

商工学校の時は「桜にハンマーとペン」でした。工業高校になってから、生徒からデザインを募集

しましたが、最終的に決まったのは工芸高校の坂田金太郎先生がデザインした徽章になりました。 

（旧職員 川端一氏） 

 

本校には昭和２１年から４９年まで勤務しましたが、先生と生徒の間で紛争があったという事は

全く経験していません。ただ、４０年代の葛西工業高校の紛争があった時、本校の前に高校生を満

載したトラックが、集会に集まろと呼びかける事件はありました。その時生徒は教室から窓の外を

向きましたが、先生の指示に従い、そのまま授業を続けました。（旧職員 緒方興助氏） 

 

制服について、４０年代にまわりの学校で服装が自由化されはじめ、本校では生徒会で自由にす

ると決めた。但し、昭和５３年には元に戻っていますが、非常にセンスが悪い、生活態度が乱れて

きたということで、話し合った結果元に戻った。（現職員 柄本治利氏） 

⑧ 生徒会  
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生徒会は昭和２５年頃、設立の話が

出てきた。それまでは「校友会」「自治

会」があり、校友会はクラブ活動を、

自治会は放送とか、運動会の時に生徒

と先生が一緒になって準備するとか、

いわばサービスをやる部門だった。昭

和２６年にその二つを統合して生徒会

にしようと生徒から自発的に設立され、

規約などを成文化して生徒会憲章らし

きものを作りました。（旧職員 緒方興

助氏） 

 

校友会時代の昭和２６，２７年代、

父兄など多くの人が集まり、みんなを

引き付けられるような芝居をする生徒

がいました。また、英語劇も盛んでハ

ムレットとか難しい物もやっていまし

た。着るものもない時代に、どうやっ

て衣装を作ったかというと王様の髭は

トウモロコシの髭、着るものは講堂の

カーテンなど、いろいろ工夫していました。（旧職員 甲斐原寿一氏） 

 

⑨ 後援会・ＰＴＡ  

 

戦後の教育行政に対して、進駐軍の教育担当者が日本の学校は全部ＰＴＡ組織を導入しなさいと命

令を出した。当時佐藤校⾧は、この学校にはＰＴＡは必要ないとのお考えで、頑としてお聞き入れし

なかった。在る時、進駐軍が学校に車で乗り付け、なぜこの学校はＰＴＡにしないのかと直談判に来

たことがありましたが、佐藤校⾧は「うちの学校にはＰＴＡはいらない。」理由は父母というものは、

学校に対して後援していればよいので、教育に口出す必要はないという信念をもって、進駐軍を説得

し追い返したと言われています。その後、少なくとも佐藤校⾧が在職中、ずっと私はここにおりまし

たが、昭和３８年までは後援会組織しかありませんでした。（旧職員 甲斐原寿一氏） 

５０周年記念誌には、後援会会⾧名とＰＴＡ会⾧名が載っていましたので、このころからＰＴＡ

が立ち上がっと思います。定時制の場合は、雇用主が父母に代わって後援会費をだしたようです。

当時父母は学校に来ることは、殆ど無くて雇用主が来ていることが多かった。（旧職員 緒方興助氏） 

   

― 昭和４５年４月にＰＴＡ発足 − 

それまでの「後援会」は会⾧であった増田好雄氏の勇退によって幕を閉じ、初代ＰＴＡ会⾧に鈴

木正治氏を迎えて、父母と先生が手を携えた新しい活動がスタートをした。 
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⑩ 食堂・給食  

 

昭和３３年に調理室が出来た。これは定時制の通う生徒のために給食室が出来たわけです。しか

し調理室が出来たけれど食堂がないというのが実情でした。昭和５０年に機械工場の向こうに新し

くたった機会に、強電室の設備を新しい建物に移しました。この空いたスペースを定時制の食堂に

しようと考えたのですが、予算もない無い中、私がハンマーとコンクリート割りを使い土台を一つ

一つ崩していきました。それを見ていた機械科の先生が削岩機を持ってきて手伝って下さった。ま

た、定時制だけでなく昼間の生徒も使える設備に広げ、当時、校内で販売をしていたパン屋さんに

相談したところ、食堂の設備をパン屋さんが負担してもらい、床を貼る材料は経費で購入し、労力

は先生方と私たち事務職員で協力し、完成しました。（旧職員 正木保氏） 

 

⑪ 文芸誌「都北」・生徒会誌「白堊」 

        
       4 号              3 号          創刊号 

   １９４７年（昭和２２年）あの敗戦の晩夏に、見渡す限りの惨憺たる焦土を前にして、幾たびか絶

望し、なすところ無くたたずみつくさなかった人があろうか。 

  しかしまた、荒廃の風景の点綴された菜園の鮮やかな緑に、涙の出るほどの感動を味わなかった人が

あろうか。 

   あの緑、自然の中のどこにでもある、いわば平凡な、それだに永遠のその色が、かくまでいぢらし

く気高く心にしみた事はなかった。 

   我々は、その緑の色に再建日本の表象を読み取ったのだ。そしてそれを育て、燦然たらしめるもの

は、必ず諸君たち、未来の人間でなければならない。文芸誌「都北」は、あくまでそうした光栄ある

希望の下に誕生した。（「都北」創刊号 編集後記より抜粋） 

 

私が北豊島工業高校二年生の年（１９６０年・昭和３５年）は、創立四十周年でした。この年、

生徒会誌『白堊』が四十周年記念として創刊されました。 A５版４８ページ活版印刷のりっぱなも

のでした。 

翌年、私たちは『白堊』を継続し２号として発行することにしました。編集は、全クラスから一
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名ずつ委員を出して行い、私もその一員になりました。 生徒会の総予算は少ないので、創刊号に

ならい、生徒から百円ずつ出してもらうこととし、各クラスを回り、２号発行の意義を説明したこ

とを思い出します。 

内容は、他校訪問記（都立航空工業高校、都立豊島高校）、生徒の意見１３編、文芸作品９編、教師

の寄稿５編などを掲載し、６０ページに膨らみました。予算の関係で活版印刷にはできず、タブロ

イド印刷でした。 

今、中を読むと、意見では「生徒会役員の反省を」「先生との交わりを望む」「核実験に思う」など

驚くほど率直な真面目なものばかりです。この 『白堊』はいつごろまで続いたのでしょう。今な

ら全く違うスタイルになっているのだろうと思いながら、昔を懐かしく思い出しました。 

（昭和３７年卒電気科 鈴木宣直） 

   私が生徒であった昭和１６年から２１年までは、殆どが戦時中であった。特に戦局が激しくなっ

た１９年頃から勤労動員に明け暮れる日々となった。授業がないのであるから教科書もなく、勉強

の拠り所が無くなった。こうなると、先輩が習ったことを我々は教わっていない。という思いと、

この先これでいいのだろうかといった焦りのようなもので無性に勉強がしたくなったものである。 

（「白堊」大井淳一郎先生の投稿/私の生徒の時） 

 

⑫ 佐藤孝次校⾧の祝辞  

 一度足下を見るならば、何という厳粛な時勢であろうか。老弱と男

女を問わずあらゆる地位や職業にある人々が、各々の生活の為に、又、

祖国再建の為に懸命の努力を続けている。我々は何とかして、この困

難を克服しなければならない。これが即ち、日本の当面する緊急且つ

重大な問題である。 

さて、如何にせば解決できるか。これは要するに輸出の増大と生産の増

強にあると思う。また、大いに技術の向上と生産の合理化を図って、良

い品物を廉価にできるようにしなければならぬ。 

  遺憾ながら戦時中、日本の技術は世界的進歩に遅れてしまったよう

に思う。ここに於いて、我々は工業人の使命をはっきり自覚するべきで

ある。諸君は大いに研究に努め、日本工業の水準を高めて貰いたい。諸君は我らのホープである。（北

豊島新聞昭和２４年第３号より） 

  

                 

 

 

 

⑬ 図書館の新設 （創立３０周年記念史より） 

   ＜武道館を図書館に＞ 
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   戦前は立派な図書室があったそうですが、戦中戦後の中で無くなってしまった。３０周年記念に

図書館をという話が出てきまして、昭和２４年春から準備にかかり、現在の武道館の所を改装して、

２５年２月にやっと開館の運びとなったのです。昭和２５～２８年頃までは、毎週各クラスで１時

間、読書の時間を設けて図書に親しむようにしました。 

  また、この図書館は、日本十進分類法に従い開架式閲覧法を採用しましたが、全国でも最初か２番

目であったようで、当時としては随分思い切った方法あり、参観者が相次いでありました。その後、

年々充実していき、新館に図書室が出来、大きく飛躍することとなったのです。 

（旧職員 元吉勇「創立の思い出」より） 

 

 ⑭ オリンピア号の思い出 （昭和３０年機械科卒 元機械科教員 藤村仁氏） 

   私が北豊島に赴任したのは、昭和４５年４月でした。面接の時、「お酒飲めますか。」と質問され、

理解が出来なかった。 

   オリンピア号旋盤は、東京オリンピックの年（１９６４年、昭和３９年）に１号機が製作完成した。

大井先生が設計し、樋口先生が命名したものであり、製作には、３年制３クラスがこれにあたった。

このことから、生産実習として成果をあげていた。幸運にも着任早々、この組み立てを担当させて

いただいたが、卒業式までの完成が難しくなり、完成を一度は断念しかけた。しかし担任の竹林先

生は、放課後にコツコツと製作を続けている。この姿を見て「先生、部品が揃えば３日で組み立て

られますよ。一緒にやりましょう。」と声をかけていた。 

   卒業式の数日前には、多くの先生方の協力を得、特に⾧老の斎藤先生のʻお燗番ʼよろしく、３日間

の徹夜で完成した。一番驚いたのは生徒達であった。卒業式には試運転され、嬉しそうな生徒たち

の顔と、小気味のよい切削音を聞いたとき、疲れは飛んでしまった。 

  それにしても、エネルギーは酒であり、「お酒飲めますか。」は不滅である。 
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      オリンピア号 1 号機 

⑮ ４年間の思い出 （昭和４１年定時制電気科卒 秋田幸男氏） 

 

 我々、昭和３７年４月の定時制入学者は、地方出身者が大半を占めていた。大部分は集団就職によ

るものである。職場での不慣れな仕事、低賃金による経済的な事情の為、「働きながら学ぶ」という意欲

も薄れ、途中で断念してゆく者も多数いた。あの「４年間」の事を考えれば、１日２４時間の限られた

中で、その多くは仕事と勉学で占められていた。いわば、いろいろな犠牲を払い、強い意志で得た卒業

証書である。それ故、これからも苦しい中で育んだクラスの仲間との友情を糧とし、険しい人生行路を、

逞しく進んで行きたいと思う。 

 

⑯ 体育祭―パワフル大アーチ合戦 （昭和４２年電気科卒 竹内弓人氏） 

体育祭と言えば、騎馬戦、棒倒し、リレーなどがあるが、それより熱のあがるのはʻ大アーチ製作ʼ̒仮

装行列ʼ̒応援合戦ʼであった。このイベントにグループ編成を行い準備にかかるも、各メンバーが入り乱

れ、夜遅くまでワイワイガヤガヤと青春のパワーをぶつけあったものだ。 

アーチの製作では、他のアーチを圧巻する迫力ある構図と色使いにより、電気科らしいものにしたい

と考え、ある年は「金太郎が熊を退治している」アーチにする事とした。 

大きさは、高さ４ｍ、幅が６ｍあったと思うが、今までの経験では、これほど大きな絵を描いたこ

とがなく、成功するだろうかとの心配もあったが、校舎の屋上にベニヤを並べ、下絵を描き、ペンキ

で色付けし、徐々にアーチが出来上がっていった。 

期待と不安のうちに校舎の櫓に取り付けたところ、皆からʼヤッターʼの声が上がった。仕上がりの良さ

と共に、やり遂げた満足感、そしてアーチ部門で、優勝するとの確信を得た歓喜の声であった。 
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「ひょっこりひょうたん島」の仮装チームと、そして応援団と共に青春の良き思いでと経験になった。 

 
 

 

          昭和 49 年電気科アーチ            昭和 41 年体育祭 

 

 

 

 

 

⑰ 創立６０周年記念式典に「チャーリー石黒と東京パンチョス」が演奏出演 
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昭和２０年３月本校の採鉱冶金科を卒業され

た、音楽家のチャーリ石黒（石黒寿和）さんの

ご厚意により、６０周年記念式典後のレセプシ

ョンで、チャーリーさん率いる「東京パンチョ

ス」の演奏が行われた。ラテン音楽を中心にし

た、その力強い演奏は驚くばかりの迫力、今で

も忘れません。また、当日２時間のレセプショ

ンではありましたが、その時の司会を引受け、

チャーリーさんとの打ち合わせやら、開演前の

緊張感やらを思い出しますと、あれから十年、

残念ながらチャーリーさんは他界されましたが、あの時のチャーリーさんの笑顔とバンドを率いるプ

ロとしての迫力は、脳裏に深く焼き付いています。また、演奏が終わり、幕が下がるや私の所まで駆

け寄り、汗だくの顔をして「青木君、よくやった。」と私の肩を叩きながら舞台の階段を降りていった

チャーリーさんの後ろ姿は、私だけの宝にも似た記憶であり、この伝統ある北豊島工業高校に勤務し

ている喜びまでも感じていました。（昭和４５年機械科卒 青木 勇） 

 

６． ８０周年時代（２０００年/平成１２年～） 

 

＜８０周年記念誌より＞ 

① 座談会ʻ総合技術科を発足させた頃の思い出（̓後列：矢島・首藤・瀬戸 前列：瀧澤・鎌田各先生） 

敬称略 

・鎌田元校⾧ 

 本校に着任した時、総合技術科に学科改変する

という企画が進んでいました。私が感心しました

のは、総合技術科は新しい考え方の学校作りとい

うことで、先生方が本当に力を合わせて協力して

事に当たっておられました。 

 よく工業学校は科が４つあれば４つの学校が

あると言われていることが多いのですが、科を超

えて協力し合っておられたことに感心しました。

３科の先生方がかねてより、よく交流し合い、仲

良くやってこられた下地があったからこそ、また、これは本校の伝統的なものであったからこそ、総合

技術科が出来たのかな、と思いました。 

 そして学校全体が和気藹々とした雰囲気が伝統的にあって、先生方がそのような雰囲気を大事にして

おられた中から、総合技術科という発想が出来たのではないか、ということを実感しております。 
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・瀧澤前教頭 

 本校に着任した時は古色歴然たる、とても威厳のある校舎でした。今、校⾧から話がありましたよう

に、新しい学校づくりというウネリがすでに始まって居り、実を結実させるところまで近づいていまし

た。この事は非常に驚きでもあり、希望の湧く学校という気持ちを持ちました。 

 昭和６３年度の頃から、校⾧を中心として未来構想委員会を先生方が発足させ、学校主体で研究を進

められてこられたことに私は敬意を表します。 

 

・首藤元教諭 

 総合技術科という場合、機械系、電気系、工業化学系の三本柱が無くてはいけないのですが、本校に

は機械系と電気系しかない。この二つでもって総合技術になるのかなというのが大きな悩みでした。そ

こで五明先生や高橋先生に相談し、とにかく生徒たちが解る工業教育をしなくてはいけないということ

を基本に考えて行こうというのが、最初の出発点だったと思うのです。これを実現するため平成２年度

に学校改善委員会を設置することとなりました。 

 学科改変にしましても、機械科はオリンピア号という旋盤を、電気科はリレー計算機を製作したとい

うように、プライドを持っています。このような本校の伝統を崩してはならないという卒業生の方々の

思いに対して、私達は一番悩んだのではないでしょうか。しかし、現実の生徒実態を見てみると、卒業

生の方々の思いとは余りにもギャップがありすぎました。平成３～４年頃在職の先生方の思い切りの良

さが学科改編させたのだと思います。 

 

・矢島教諭 

私は普通科ですけど、この点で苦労したのは総合技術科を都教委へ申請した時に上級接続機関への進学

対応の類型を置くよう、強い指導が入りました。これに対し、当時の雰囲気としまして、進学対応に関

わる数学科、英語科の先生方からʻ工業高校なのに、そんなものはいらないのではないか。進学を目指す

のであれば普通高へ行けばよいのだ。̓という、取りつきようが無い返事であったわけです。この点を解決

しないと総合技術科の設置許可が下りないということで、一年間普通科と工業科で話し合い現在の七類

型の一つに、進学対応の理工類型ができたのです。 

 

― 総合技術者育成のための工業教育 − 

本校では平成１０年度より「多様な指導形態導入推進校」の指定を受けて、様々な教育研究活動を実施

してきた。 

➀平成１０、１１年度・・・工業人として、その技術を活かし地域・社会に貢献していく意欲と力を育

てる。 

 −電動車椅子の製作ー 

 平成１０年度の成果・・・高齢者や障害のある人を思いやる心を福祉産業に貢献できる技術の学習に、

実践的にいかすため、電動車椅子の製作に３学年の課題研究で取り組む。今年は車体（フレーム）の

製作 

 平成１１年度の成果・・・昨年度製作した車体にモーターを取り付け、制御装置を完成させる。 

 「いたばし産業見本市」への出展参加し、学校の存在を地元板橋区民に広めるとともに、地元企業と
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の交流の手がかりを得る。 

 

②多様な指導形態導入推進研究概要 

多様な指導形態導入推進委員会 

Ｉ 研究のねらい                     

 工業高校は、これまで産業界に有益な職業人、とりわけ中堅技術者などの育成を中心にして、産業経

慨の発展に大きな役割を果たしてき尭。また、座学だけでなく実験・実習の中で のモノづくり等の実

践を通して、望ましい勤労観、職業観を育むと共に、豊かな感情や創造 性を養う総合的な人間教育の

場としての機能を果たしてきた。しかし、近年、急速に進行し ている社会や経済の変化に対応した工

業教育の在り方が求められている。 

 特に産業社会の進展に対応した人材の育成という観点からは地域や産業界と連携して工業 教育の在

り方を考えていく必要かある。さらに、確かな勤労観・職業観を育成し、工業人として必要な専門知識

や技術・技能の基礎・基本を身につけると共に、自ら学び考え、判断し行動でき局資質や能力や人を思

いやる心豊かな人間性を育てていくことが必要である。 

 また、社会の変化の中で工業高校の特色を生かしたボランティア活動を通して、その役割や在り方を

考え、積極的に社会参加しようとする態度を培い、他への思いやりや生命を尊重しようとする心情を涵

養することが求められている。この目的を達成するため、家庭科で学ぶ高齢者と共に生きる態度や意欲

を工業科の学習教 材として、障害のある人に喜んで使用していただく電動車椅子の製作に結びつけ、

福祉に貢 献できる工業技術の在り方と、社会に役立つモノづくりの楽しさを体得させることにした。 

 

７．９０周年時代（２０１０年/平成２２年～） 

 

➀ 第２５回日本国際工作機械見本市（JIMTOF2010）に本校が招待展示校として選ばれた。 

  

＜小林 薫 元校⾧＞ 

「私が本校在任中一番の思い出は、何と言っても平成 22 年 11 月 27 日に創立 90 周年記念行事が盛大に

挙行できたことです。そして、50 年の歴史がある日本国際工作機械見本市に、招待展示が工業高校とし

て初めてできたことです。先輩方が精魂込めて製作した「オリンピア号（旋盤）」を中心に、現在の生徒

作品や「からくり人形」、「エコランカー」等を展示し、世界の人々に広く広報できたことです。」 

（小林薫校⾧談）2012 年（平成 24 年）白堊会報 51 号より 
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＊JIMTOF（Japan International Machine Tool Fair）は２年一回、東京ビックサイトで開催される「世界

４大」工作機械見本市の一つです。世界中の工作機械メーカーや周辺機器メーカーが、JIMTOF で新製

品を発表。ビックサイトの全館全てを使う「最大規模の展示会」として知られています。世界４大見本

市とは、日本・中国・アメリカ・ヨーロッパです。 

 

＜招待の経緯＞ 

    

（左は小林校⾧、右はオリンピア号旋盤製作の生徒実習マニュアル作成教師の池永 武喜 元機械科⾧） 

JIMTOF が２５回（２０１０年）

開催に際し、「ものつくり・手作り」

を学んでいる日本の工業学校を調

べたところ本校の「オリンピア号

（旋盤）」を探し当て、本校小林校

⾧宛に出展の打診がありました。早

速職員会議に諮り参加決定となり

ました。準備期間は約８カ月、出展

物は「オリンピア号」「きさげ」「エ

コランカー」「からくり人形」「生徒

作品」等を決め、展示会でのプレゼ

ンシナリオ、各展示担当者等人選を

作成していった。人選は生徒会を中

心に選出したが、会期は５日間ですので交代要員も含めると大変な作業である。JIMTOF２０１０は世界

四大工作機械見本市ですので、今回の出展は本校にとって校史に残る名誉であることは間違いない。 

 

＜参加生徒からの声＞ 

全日制総合技術科 大塚 有（2011 年 3 月卒業） 

（機械工作部のエコランカーに関するプレゼンを担当） 

 

「2010 年に、第 25 回日本国際工作機械見本市 JIMTOF2010 に出展者として参加し、ステージの上

でエコランカー（機械工作部）の活動を発表できた経験は今でもはっきり覚えています。 

 当時の私は高校３年生でしたが、JIMTOF に参加した 2 学期はとてもハードなスケジュールでした。

エコマイレッジチャレンジ全国大会（エコランカーでガソリン１リットルあたりの燃費を競う大会）、ス

ターリングテクノラリー（スターリングエンジンの性能とアイディアを競う大会）、白堊祭、90 周年式典

行事、そして JIMTOF と、北豊島工業高校以外の高

校では過ごすことのできない充実した日々を送って

いました。 

 

 僕はそれまで、東京ビッグサイトのような大きな
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会場、大きなステージの上からプレゼンする経験がなく、只々緊張していました。原稿をただ読み上げ

るだけで精一杯だったのを覚えています。 

 JIMTOF の会場では、国内外の有名企業が立ち並ぶブースを見ている時に、僕も出展者側の立場でこ

の会場にいるのだなという気持ちになりました。北豊島工業高校生としてこの場にいられることに誇り

を持てた瞬間でした。 

 

＜参加教師からの声＞ 

元東京都立北豊島工業高等学校 全日制総合技術科 主任教諭 伊藤 真人 

（現東京都立練馬工業高等学校 全日制キャリア技術科） 

   

第 25 回日本国際工作機械見本市 JIMTOF2010 の出展にご協力いただいた関係各位に心から感謝い

たします。当時は JIMTOF 出展に関する取りまとめを田島利雄先生（元北豊島工業高校総合技術科）が

担当されていました。私はエコランカー（機械工作部）とプレゼンテーション指導の担当でした。毎日、

自分の授業が終わったら作業着からスーツに着替えて会場へと急いだのを覚えています。 

北豊島工業高校ブースの目玉はなんといっても手作り旋盤「オリンピア号」と「からくり人形」でし

たが、エコランカーのサイズがそれらに比べてサイズが大きく、展示ブース内でかなりのスペースを占

領していました。偉大な先輩方に対して申し訳なく思いながら会場設営したのを覚えています。 

 プレゼンテーションでは生徒会を中心として多くの生徒がステージに立ち、立派なプレゼンテーショ

ンを披露していました。プレゼンテーションは東京モーターショーなど有名イベントに多く出演されて

いる芸能事務所所属の MC が司会を務めてくださいました。ステージ裏ではイベント会社の方々が照明

や音楽などの総合演出をしてくださり、撮影もしてくださいました。生徒は東京モーターショーに負け

ないくらいの立派なステージを経験することができました。 

 JIMTOF2010 から 10 年以上が経過します。数年前にエコランカーを作った卒業生、部活動顧問の先生

と同窓会をやりましたが、やはり JIMTOF2010 の思い出話に花が咲きました。JIMTOF に出展したこと

は他の都立工業高校の中でかなり有名になった。今でも北豊島工業といえば JIMTOF というイメージを

持つ教員の声を聞くと、素晴らしい体験をさせて頂いたことを誇りに思います。そして参加した生徒が

学校に対して誇りを持てるようになりました。 

出展が成功裏に終わったのは北豊島工業高校卒業生の皆様方の並々ならぬご尽力の賜物と深く感謝い

たします。これからも JIMTOF のようなビッグイベントに出展できるよう、都立工業高校を盛り上げて

いく所存でございます。 

 

 

 

② 「エコアクション２１」認証登録 （平成 21 年 6 月） 

環境方針 

 21 世紀に入り、地球温暖化や化石燃料資源の枯渇、自然破壊・人口増加による食糧危機など、諸種の

環境問題が深刻化しています。これらに対して、私たちは全地球・全人類規模で対応していかねばなら
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ない時代となりました。 

 東京都立北豊島工業高等学校は、総合技術科の特性を生かし機械系・電気系の学習を深め、将来、環

境に配慮できる技術者の育成にも努めてきました。今後も、学校教育全体を通して、全教職員・生徒及

び保護者が連携・協力して環境の維持・向上に努めると共に、環境保全のための啓蒙活動を展開してい

きます。 

 私たちは、以下の行動指針に沿って、環境保全に関する各種法令や協定等を遵守し、あらゆる関係機

関と連携して推進します。 

 

行動指針 

１． 私たち教職員は、学校生活の中から発生する二酸化炭素排出量削減・廃棄物排出量削減・総排水量

削減などに取り組みます。 

２． 私たち教職員は、学校教育全体を通して、環境保全に関する基礎的・基本的な知識を身に付け、生

徒の意識を高めることによって、環境に配慮できる生徒の育成を目指します。 

３． 私たち教職員は、全地球規模で取り組む運動に積極的に参加するため、奉仕活動・ボランティア活

動の生徒指導を行います。 

４． 私たち教職員は、環境活動レポートを作成・公表します。 

平成 20 年 5 月 7 日 

東京都立北豊島工業高等学校 

校⾧ 小林 薫 

③ 環境目標と実績 

 平成 21 年度の実績と評価 

 

 

昨年度から引き続きエコアクション２１

の環境活動の取り組みを実践した。二酸化

炭素排出量について左図に毎月の「目標」

「実績」「年間累積差」では目標値よりも

0.9%削減でき概ね良好な結果となった。 

二酸化炭素排出量の他、電力消費量、ガス

消費量、可燃ごみ排出量、上水道使用量に

ついても「目標」「実績」「目標に対する増

減」及び評価についても実施した。 

 

８．１００周年時代（２０２０年/令和２年～） 

 ① 「新型コロナウィルス」が世界規模で拡散 

平成３０年頃から、２年後の百周年記念式典の企画を学校・PTA・同窓会の３会で話し合いを進

めていましたが、平成３１年１月頃中国武漢市で異常な肺炎患者で死者が増えてきたと報道あり。

それが今回の「新型コロナウィルス」のスタートでした。コロナウィルスはクラスターで、パンデ
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ミックで世界に拡散されていった。日本には中国経由のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」

が横浜に 2 月入港後から日本にコロナが感染した。その後島国日本の空・海の入り口を閉じたが、

時すでに遅し皆様のご承知の通りです。本校百周年記念式典については、予定通り２０２０年１１

月に予定し、関係部門とは調整を始めていました。ところが 7 月になり東京都が、２０２０年度に

多くの人が集まる学校行事を殆ど中止または延期にすることを通達。本校も慌てて各予約した式典

会場、懇親会会場などのキャンセルをした。 

現在のところ百周年記念式典は規模を縮小して、２０２１年に校内で行うことになった。 

 

② 同窓会 白堊会の記念事業「校歌パネル」の設置 

 同窓会白堊会は 3 年前の総会で、百周年記念事業は本校第 2 代校⾧佐藤孝次先生作詞の校歌パネ

ルを初代校⾧の菊池午之助先生の胸像隣に設置することを全員一致で確認した。そして学校に申し

入れ承認を頂きました。消費税が８％の時にパネルを手配し、学校倉庫に保管。２０２０年８月に

予定通り設置をしましたが、東京都の指針は３密を禁じていますので、今回の設置については同窓

会関係者への案内も広げず、本校近隣の会員 9 名のみで行いました。 

 ２０２０年に同窓会報「白堊会報」は、予定通り５年に一度の全員へ発送し「１００周年特別号」

としました。発送した数量は８，４８８通で、１１月の百周年記念式典、懇親会申し込み数は５１

名でした。 
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