
 

            
  

   ２８年度のスタートにあたって 

  

新入生１７６名を迎えて全校生徒５５６名、各学年５学級ずつの１５学級で本年度がスタートしました。 

 また、教員・主事の方も新たな転入者を迎え、緊張感と共に活気に満ちた新年度の船出となりました。生

徒たちは新たな友達との出会いに喜びながらも、朝読書、授業にと真剣に取り組んでいます。 

 保護者の皆様、地域の皆様、どうか本年度も更なるご協力、ご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 次に入学式での式辞の抜粋を掲載します。これは新入生だけでなく､全校生徒に心がけて欲しい内容です。

生徒諸君、しっかりと読んで自分を振り返ってください。 

 

  入学式式辞より ～稚心を去れ～ 

 

（前略） これから始まる中学校生活は、自分自身を鍛える場に変わります。勉強でも、学校行事でも、

部活動でも、すべて自分の頭・心・体を鍛える場です。鍛えることによって、一人一人の人生の土台をつく

る所です。 

君たちは誰もが、無限の可能性をもっています。ダイヤモンドの原石が、磨かれることによって始めて、

あの美しい輝きを放つように、君たちも自分を鍛えて、自分を輝かせ、可能性を伸ばしていきましょう。 

そしてもう一つ、君たちに心がけてほしい言葉があります。この言葉です。（ 去稚心を提示 ） 

漢文調でちょっと読みにくいですね。「稚
ち

心
しん

を去れ」と読みます。意味はどうでしょうか。難しいですね。 

この字は幼稚園の稚ですね。ですから、「幼稚な心を捨て去れ」という意味になります。中学校はこういう

難しいことを学んでいくところでもあります。気を引き締めてください。 

さて、この言葉は幕末の志士、橋本左内という人が、数え年の十五歳の時、今で言えば十四歳の時に 

自らのふがいなさを戒めて言った言葉です。橋本左内は、後に、西郷隆盛からも、すばらしい人格者と褒め

称えられた人です。 

稚心について左内は続けてこう言っています。竹馬や凧揚げなどの遊びばかりを好む心、お菓子ばかりを

欲しがる心、また、父母の目を盗んでは、仕事や勉強をサボり、そのくせ困ったことが起こるとすぐ父母を

頼ろうとする心、これが稚心だといっています。 

現代の君たちに当てはめるとどうでしょうか。 

テレビやゲームばかりに夢中になり、だらだらとしまりのない生活をして、勉強はいい加減、そのくせ困

ったことが起きると自分の都合のいいように弁解をして家の人をごまかし、その場を逃れる。このような人

は、いないと思いますが、とても中学生とは言えません。  

・自分を甘やかす心を捨て去りましょう。 

・自分だけに都合の良い考え方を捨て去りましょう。 

・何も考えず、すぐ人を頼りにする心を捨て去りましょう。 

それが本当の意味で中学生になるということです。 
努力もしないで、さらに反省も工夫もしないで、魔法をかけたように勉強が急にできるようになったり、

競争に勝てたり、夢が叶えられるということは決してありません。自分で自分を高めていくしかありません。

中学校入学というこの節目に、橋本左内の「稚心を去れ」を心がけてください。 （後略） 
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平成２８年度学校経営計画・重点課題 ～抜粋～ 

  

本年度の学校経営計画に関しては、改めて配布予定ですが、学校教育目標の実現のため､下記のとお

りの取り組みを行っていきます。 

 

学校教育目標      ・自立した人   ・誠実な人   ・貢献する人 

 

この教育目標実現のため、以下の４項目を基本方針として教育活動を行っていきます。 

⑴ 人権尊重教育の推進 

⑵ 生徒を伸ばし鍛える教育の推進 

⑶ 健全育成の推進 

⑷ 信頼される学校づくりの推進 

さらに、本年度の重点課題が次のとおりです。 

 ○朝礼・集会時の秩序の維持（私語禁止、話を聞く姿勢の保持） 

 ○授業規律の維持（チャイムと同時に挨拶、めあてを明確にしたわかりやすい授業の推進・改善） 

 ○挨拶の徹底（生徒同士、授業時、来校者への挨拶の励行） 

 ○心に迫る指導の継続（豊かな感性・道徳心の醸成、いじめ・不登校の未然防止、個に応じた対応） 

 ○小中一貫教育の推進（早宮小・開一小との研究授業、あいさつ運動、部活動体験等） 

 ○情報公開の推進（学校ホームページの更新・充実、学校だより・学年だよりの充実） 

 ○オリンピック・パラリンピック教育の推進（都教委による東京五輪まで４年間のプロジェクト） 

 

 現在の開一中の落ち着いた環境、授業に対する真摯な姿勢を維持し、お互いを思いやり協力して、誰

もが気持ちよく過ごせる「楽しい学校」「明るい学校」「安心・安全な学校」をめざしてまいります。よ

ろしくご協力お願いいたします。 ※オリパラ教育に関しては､改めて特集いたします。 

 

今月の言葉    先んずれば人を制す 

  

 昨年度より始めた「今月の言葉」を今年も継続し、校内に掲示すると共にこの学校だよりで解説をし

ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 さて新年度のスタートは、「先んずれば人を制す」です。多くの生徒が聞いたことはある言葉だと思

います。何事も人より先に行えば､有利な立場に立つことができるという教えです。この言葉は中国の

古典「史記」に記された言葉で、戦を有利に進める戒めの言葉です。ですから似たような言葉に「先手

必勝」「機先を制す」などという格言もあります。戦に限らず､何事も早く行うことはとても大切なこ

とです。ただし昨今は早い者勝ち、人を出し抜いてまでも先手をとるといったずるがしこい悪いイメー

ジにも使われがちですが、自分自身の心がけと捉えるべき言葉です。 

例えば、新学期のこの時期、毎日の学習習慣を早く確立することはとても大切なことです。特に３年

生は、受験に向けて､少しでも早く本気の努力を始めることが栄冠を勝ち取る早道です。 

 また、試験場や約束の場所に早く行くことも心の余裕を生み出します。何事も早く始めることで十分

余裕をもって準備することが可能となります。さらに発明・発見、開発の仕事などは言うまでもありま

せん。何事も早く取りかかる､早く真剣になることを心がけて頑張っていきましょう。 

 
※ さて、１ページ目の「式辞の言葉」、この「今月の言葉」も１年生にとっては難しい漢字も多いと
思います。しかし、敢えてふりがなは付けません。自分で調べる習慣を付けてください。それが中学
生です。この学校だよりを通じて君たちの教養・見識が高まることを願っています。 



教 職 員 の 異 動 
 

＜退職・転出教職員＞ 
教科 氏  名  年数 転  出  先 
副校長 三澤  昇 ３年 練馬区立田柄中学校 
国 語 伊藤 光子 ５年 定年退職 練馬区立豊渓中学校非常勤教員 
数 学 堀  孝浩 ６年 東京都立富士高等学校附属中学校 
理 科 志岐 隆介 ５年 足立区立蒲原中学校 
英 語 村田 明子 ４年 退職 岩手県久慈市立宇部中学校 
保健体育（育代） 安岡 千裕 １年 八王子市立船田小学校養護教諭 
事 務 田制 正巳 ７年 定年退職 ご勇退 
栄養士 吉田 富代 ４年 任期満了 

＜転入教職員＞ 
職 教科 氏  名  （ふりがな） 前  任  校 

副校長 家庭 矢島 加都美（やじまかつみ） 練馬区立大泉中学校 
教諭 国語 赤星 佳高（あかほしよしたか） 新島村立式根島中学校 
主任教諭 数学 宮野 保幸（みやのやすゆき） 品川区立東海中学校 
主任教諭 理科 朝岡 貞雄（あさおかさだお） 西東京市立田無第四中学校 
主任教諭 英語 荒木 良重（あらきよしえ） 中野区立第七中学校 
産育代替 英語 藤田 めぐみ（ふじためぐみ） 荒川区立第三中学校 
育休代替 保体 橋本 和加子（はしもとわかこ） 足立区立栗島中学校 
事務  古崎 有紀子（こざきゆきこ） 練馬区立練馬東中学校 
栄養士  中島 麗子（なかじまれいこ） 新規採用（北本市立東中学校） 

 
※ 英語科の石井弓子教諭は本年度いっぱい産休・ 
   育休となります。 
＜講師等の転出＞ 
・数学学力向上支援講師  美濃島登志江 
・英語学力向上支援講師  吉田 典子 
・スクールカウンセラー  水野 直樹 

・生活支援員       坂本 圭 

＜講師等の転入＞ 

・スクールカウンセラー  佐藤 淳 

・生活支援員       桑原 瑠那 

 

 副校長挨拶 

  三澤昇副校長の後任として、練馬区立大泉中学校から異動してまいりました。矢島加都美（やじま

かつみ）と申します。 
  伝統ある練馬区立開進第一中学校の一員として、PTA、同窓会そして地域の皆様のご理解とご協力
を得ながら、精一杯努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
◎ 副校長先生は、新学期が始まって毎日、学校ホームページの更新を行ってくれています。保護者の

皆様、ぜひホームページのブログ欄をご覧ください。今後さらに充実させてまいります。 

一
いち

 期
ご

 一
いち

 会
え

 

去られた先生方、お世話になりまし

た。今後のご活躍を祈ります。 
新しく来られた先生方、よろしくお

願いします。 



平成２８年度 開進第一中学校校内組織 
学校組織 

校 長 古山真樹(国) 副校長 矢島加都美(家) 
教務主任 石田浩一(技) 生活指導主任 榎本 修(理) 

進路指導主任 門脇祐太(体) 研修主任 川合 風(社) 
保健主任  木住野洋子(養護) 図書主任 田島聡志(国) 
事務主任   古崎有紀子(事務) 小中連携クリエイター 川合 風(社) 

特別支援コーディネイター 関谷由美子(音)   
学年組織                       ◎＝学年主任 ○＝副主任 

１学年 ２学年 ３学年 

１組 ◎ 村上 哲夫(数) １組 川合 風(社) １組 ○ 榎本 修(理) 

２組   赤星 佳高(国) ２組   夜久 嘉子(理) ２組   石黒小百合(英) 

３組 冨塚 大輔(国) ３組     田島 聡志(国) ３組   門脇 祐太(体) 

４組   朝岡 貞雄(理) ４組   長谷川 綾(数) ４組 ◎ 大池 尚子(国) 

５組 ○ 若松 由美子(家) ５組 ○ 宮野 保幸(数) ５組   石田 浩一(技) 

副担   荒木 良重(英) 副担 ◎ 﨑  秀夫(体)   副担   福嶋 孝之(数) 

副担   金子 幸夫(社) 副担   関谷 由美子(音) 副担   塚越 眞理子(社) 

副担   橋本和加子(体) 副担   藤田めぐみ(英) 副担   畝村 明男(美) 

職員・講師等 

講師等 
   柏倉 高徳(理) 戸塚 智美(体) － 
桑原瑠那(生活支援)   

職員等 
  古崎有紀子(都事務) 原田 道範(区事務) 中島 麗子(栄養) 
佐藤 淳(SC)  橋本浩子(心の相談員)  － 

 
用務委託 ＝ 関東ビルメンテナンス（株） 
給食委託 ＝ 協立給食（株） 
 

 

ゴールデンウィークの過ごし方 
 

 今年のゴールデンウィークは、４月２９日（金）～８日（日）までの期間と言えますが、３連休

２回と２連休で、まさに飛び石連休となります。のんびりできるいい機会だなあという人も多いと

思います。特に新入生は、この３週間の緊張と疲労を取るためには絶好の休みとなるでしょう。家

族で出かけたり、自分の趣味に打ち込んだり、ぜひ有意義に過ごして欲しいと願います。 

 しかしながら、くれぐれも生活習慣を乱さないように十分気をつけて欲しいと思います。夜更か

しが当たり前になったり、食生活が乱れたりしないよう気をつけましょう。せっかく良いスタート

を切ったペースを保つようにしましょう。 

保護者の皆様にも別紙「連休中の生活について」をお読みいただき、お子様にとって充実した連

休となるようお願いいたします。 


