


オリンピック・パラリンピック教育 講演会
１１月３０日（水）元オリンピック代表選手（新体操）秋山エリカ様を講師にお迎えして、お話を

していただきました。

『運動音痴のオリンピック』
子供の頃は病弱で、幼稚園もほとんど休んでいました。家で光の

。 、中にキラキラ光る埃を見るのが好きでした だから
運動はしたことがなかったです。
小学校入学前に自転車の後ろに乗ったら、後輪に

足が絡まって足首を骨折し、ギブスの生活が続いた
ため、ギブスが取れて歩き始めても、うまく歩けな
かったので、親が心配してクラシックバレエを習い
ました （バレエは小学校から中学まで９年間続け。

ました）
。 。 「 」小学校に入学 授業で一番嫌いだったのは体育です 特に運動会の かけっこ

は大嫌いでした。いつもダントツのビリ。そのたびに、いつも先生に怒られまし
た。３年生になって怒られる理由がわかりました。腕を振って走っていなかった

。 、 、 。のです それから 腕を振って走るようにしたけれど やはり運動は嫌いでした
（ロ－プ）高校に進学。その学校には新体操部がありました。新体操は知らなかったので

すが、クラシックバレエの要素があると聞いて、新体操部に入部しました。
部員は経験者ばかりで、いつもミスばかり。ミス秋山と言われていました。

部活を辞めたいのだけれど 「辞めます」と顧問の先生に言えなくて（小心者、
なので 、嫌々続けていました。）

。 、高校３年生の最後の試合 ノーミスで演技をして
新体操はやめようと思っていました。
３つめの演技まではノーミス。最後の演技はフー

プ。順調に演技が進み、１分３０秒の最後の技 「フ、
ープを投げて、キャッチして演技終了」のはずが、
フープは遥か遠くに飛んでいってしまって返ってき

（フ－プ）ませんでした。
新体操は辞めようと思っていたのですが、ノーミスで演技がしたいという

気持ちが勝り、新体操のある大学に進みました。
新体操部員は実力のある人ばかり。部員数は１３０名。

、 （ ）（ボ－ル） しかし 顧問の先生が基礎から 勉強で言えば小学校１年生
１つ１つ教えてくださったのです （高校の時は経験者ばかりで基礎的なことを教。
えてもらっていなかった ）。
試合に向けて選手を選ぶ試験が行われました。この時、ラッキーだったのは、

ルールが変わり、バレエ的要素を多く取り入れた演技をした方が得点に結びつく
となり、試験内容は手具を使わず踊るだけでした。その結果、６人目（最後）の
選手に選ばれました。

試合に出場しました。ビックリすることが起こりました。な
（クラブ）んと、優勝してしまったのです。これはオリンピック代表選手を

決める大会でもあり、オリンピックに出場することになったのです。マスコミ
はもっとビックリしたようで、無名の選手が優勝して、オリンピックへ。有力
候補選手がたくさんいたのですから。

辞めずに基礎をコツコツと練習した成果新体操を始めてから４年目でした。
だと思います。
その後、世界の大会に出場するようになりましたが、なかなか結果が残せず

にいました。そのため「どうせ背が低いから」等いじけた気持ちになっていま
した。
ある時、ブラジル選手の演技を見て頭をなぐられたような衝撃をうけ、心を

動かされました。当時、ブラジルは国が貧乏で新体操の手具も国に１つしかな
かったのです。そのような状況でも選手は堂々と笑顔で演技をしていたのです。
『自分の力を１００ だそう。選手に与えられた時間はすべて同じ。人と比%

スッキリしました。（リボン） べる必要はない。 私のできることを精一杯やるだけ 』。
それから引退するまで、自分しかできない技に一生懸命に取り組みました。背が低いことを逆手

にとって技をしたり等。そうしているうちに『秋山はおもしろい技をやるぞ』と言われるようにな
り、世界中の人が秋山を憶えてくれるようになったのです 」。



練馬区中学校駅伝大会

１１月２６日（土）練馬区中学校駅伝大会が開催されました。

会場は都立光が丘公園陸上競技場および公園内周回道路。

代表選手６名で襷をつなぎます。

開進一中は男女２チ－ムずつ４チ－ムが参加しました。

結果 女子 チ－ム ７位 入賞A
9'00"４区間 ２位 伊久間 七海さん

8'50"６区間 ３位 石井 奈緒さん

男子 チ－ム 男子 チ－ム 女子 チ－ム 女子 チ－ムA B A B
乾 宗太郎君（２） 中馬 敦樹君（１） 佐藤 ららさん（２） 山田 椿さん（２）

甲斐 尊丸君（２） 山口 とわ君（１） 管 真央さん（２） 早坂 采子さん（２）

白井 優太君（２） 佐藤 佑真君（１） 髙岩 紗愛さん（１） Ｒ さん（１）M
原田 昂和君（２） 鈴木 健也君（２） 伊久間七海さん（１） 清水 真衣さん（１）

安藤 佑晟君（１） 宇井 大晴君（２） 岡田 楓花さん（２） 鈴木 里歩さん（２）

今道 耀翔君（２） 高野竜太郎君（２） 石井 奈緒さん（２） 舛谷 菜帆さん（２）

第８回中学生「東京駅伝」

練馬区チ－ムのメンバ－

佐藤 ららさん、石井 奈緒さん がメンバ－に選ばれました。

強化選手

安藤 佑晟君、伊久間 七海さん が来年の大会に向けて練習を開始します。

～部活動大会結果～頑張っています！

バスケット部（男子） 都大会３回戦進出

都大会 １回戦 対 私立海城中学校 ７０－４５

２回戦 対 文京区立第六中学校 ５６－４３

３回戦 対 世田谷区立世田谷中学校 ４４－７５

ソフトテニス部 練馬区２年生大会

男子 優 勝 結城・工藤 ペア

準優勝 増子・荒川 ペア

女子 ベスト８ 久保田・遠藤 ペア

バドミントン部 第１０回バドミントン中学生１年生大会

女子ダブルス 準優勝 坂内華歩・村田玲美ペア

活躍を期待します

佐藤 ららさん（２年） 競技種目「トライアスロン」「東京都アスリート認定選手」

＊東京オリンピックに向けて選手を育てるプロジュクトです。

小林 直樹君（２年） 競技種目「棒高跳び」「陸上競技 強化指定選手」

町田 寛明君（１年）「東京都中学生オ－ルスタ－バスケットボ－ル研修会選手」



平成２８年度 中学生の「税につての作文」
日本税理士会連合会会長賞

３年５組 佐藤 美柚さん 「連携が育てる社会」
全国納税貯蓄組合連合会優秀賞

３年３組 坂巻 明日香さん 「税金の使い道について考える」
練馬東税務署長賞

３年３組 大矢 萌香さん 「私たちの暮らしと税金」

練馬区いじめ撲滅宣言
「あなたはそれでいいの？ いつか後悔する いじめた側も、いじめられた側も そして見

１年 三浦 梨夏過ごした側も」
２年 今道 耀「きっと後悔するから その前にやめよう！」

「友達は多い方が絶対いいから。子供のころの友達との結びつきは将来かかせないから。今
３年 川内 悠暉の自分の人との付き合い方を見直そう。勇気あるその行動に救われる」

＊練馬区いじめ一掃プロジェクトの取り組みの１つで、今年は「いじめ撲滅」についてみん
なで考えました。各学年の代表作品です。

平成２８年度 東京都教育委員会 防災標語コンク－ル
「皆で助け合い 一つの命を 大切に」入選 黒岩 香衣さん（１年）

平成２８年度 明るい選挙ポスタ－コンク－ル
入選 村上 愛佳さん（２年） 小沢 真夕さん（２年）

志賀 優さん（２年） 鈴木 里歩さん（２年）
白澤 都さん（２年）

防災訓練
１２月１０日（土）に避難拠点連絡会が主催する「防災訓練」が行われました。
生徒９５名が参加して、簡易担架の作り方、 操作訓練、消化器操作訓練、煙体験、AED

起震車体験、ガスバ－ナ－の取り扱い訓練等を学びました。
もし、災害が起きたときは中学生の力が必要です。
「自助・共助」ができるようにしましょう。

ボランタリ－ワーク
青少年育成第２地区委員会主催の各事業に、開進一中の生徒も中学生ボラ

ンタリーとして参加し、地域の一員として力を発揮しています。
参加事業 ・きれいな町をつくろうデー ・工作と遊び ・遊ぼうデー
・第二地区祭 ・こども祭り ・リレー・カーニバル ・みんなの音楽会

校内人事異動
が１１月３０日で任期終了となりました。学校栄養補助員 和田 委子

１２月１日より 学校栄養補助員 藤森 優子

の２人体制で対応いたします。臨時栄養補助員 高橋 恭子




