
 

            
  

    

   新  た  な  一  歩  

  

新入生１４２名を迎えて全校生徒４７５名、１・２年生は４学級、３年生５学

級の計１３学級で平成３０年度がスタートしました。学級減となりましたが、新

たな学級での出会いを大切にして、お互いを尊重し合いながら、一人一人が自分

の目標、夢に向かって、まっすぐに前進していきましょう。  

 ２・３年生には始業式で話しましたが、誰もが新しい決意、新しい自分を創り

上げていく向上心をもって ､よりよい自分の実現を目指していきましょう。だら

しない自分にさようなら。甘ったれている自分にさようなら。やる気のない自分

にさようなら。中学生にふさわしい強い意志をもって成長を遂げていきましょ

う。２ページには入学式で述べた式辞の一節も掲載しました。併せて自らを輝か

せるため､成長のために前進し続ける年としましょう。  

さて保護者の皆様、本年度も本校教育活動へのご理解とご協力のほどよろしく

お願いいたします。  

既にご連絡のとおり、ＰＴＡの組織・活動ともに新たな形を模索してまいりま

す。うまく機能しない部分も出てくるかとは思いますが､様々なご意見をいただ

きながら､よりよいものにしてまいりたいと思います。  

それでは本年度もどうぞよろしくお願いいたします。  

 

   

今月の一句   春風や闘志いだきて丘に立つ   高浜虚子  

 
 これまで３年間、「今月の言葉 」で様々な格言・故事成語等を紹介して、人生の指針、教訓

となるべきことを述べてきましたが、ややくどく ､マンネリな面もありますので ､今年度は、そ

の月・季節にちなんだ俳句を紹介して、日本人の心の根源、日本の 伝統文化について触れてい

きたいと思います。本校は読書と共に俳句づく りも盛んな学校です。昨年度は、毎日俳句大賞

の学校賞もいただきました。 皆さんの感性を高める 手助けになればと願います。  

 

 最初に紹介する俳句は、新しい門出
か ど で

の４月にふさわしい俳句です。誰もが、強

い風に向かって丘の上に立つ凜々
り り

しい姿を想像できる明快な俳句です。  

 ４月、新たな出発の時に奮い立つ自分、闘志が 漲
みなぎ

っている自分が感じられる

でしょう。３月・４月は強い風の吹く時期です。その風は、世間の厳しさ、荒波

ともとらえられます。ですから、俳句では珍しい「闘志」という強い言葉、意志

を表す言葉が使われているところに共感がもてるのではないでしょうか。作者の

決意・覚悟が伝わってくる俳句です。何か勇気が湧
わ

いてきますね。  

 この４月、誰もがこのような強い意志 ､目標をもって ､ちょっとやそっとの困難

ではくじけないぞという覚悟をもって欲しいものです。新しいことに挑戦してい

く自分を持ち続けてください。  
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入学式式辞の一節  ～君たちはダイヤモンドの原石だ～  
（前略） 君たちはひとりひとり無限の可能性を持っています。ダイヤモンドの
原石はそれだけでは美しく輝くことはありません。磨かれる事によって初めて、
美しい輝きを放つようになります。君たち一人一人は、誰もがダイヤモンドの原
石です。中学校生活で、自分を鍛えて、自分を磨き上げて、素晴らしい輝きを手
に入れていきましょう。  
そのためには、何事にも全力投球で、鍛え合いながら、切磋琢磨して、自己を

高め、お互いを高め合っていくことが大切です。学校生活を充実したものにする
ためにも、まず授業  そして学校行事  部活動など様々な活動で自らを鍛え、自
らを輝かせる人になりましょう。そのことが、自分の可能性を伸ばしていく事に
なります。  
 鍛えることで、爆発的な力を発揮するのが中学生です。  
君たちもご存じのとおり、このところの中学生の活躍はめざましいものがあり

ます。将棋の世界では中学生ながら史上最年少でプロ棋士となった藤井聡太さん
が、２９連勝の新記録を樹立し、その後も勝ち続け、あっという間に四段から六
段まで昇進しました。卓球の世界では張本智和君が、史上最年少で全日本チャン
ピオンとなり、世界大会でも優勝するなどめざましい活躍をしました。その他に
も多くの競技で中学生の活躍が目を引いています。  
 本校でも昨年、地元のスイミングスクールで練習を積んだ生徒が全国大会で二
位となりました。また、本校の陸上部で初めて棒高跳びに取り組んだ生徒が全国
大会５位となり、東京都新記録を作り特別表彰を受けました。   
 このように自分の適性を見いだし、努力を重ねることで、自分でも信じられな
いような力を発揮することができるのです。  
 しかしながら、もちろん誰もがすぐにそのような存在になれるわけではありま
せん。いや、むしろ様々な輝き方があっていいのです。ゆっくりゆっくりと少し
ずつ輝きを増していく生徒もいるでしょう。輝きを放つためにじっくり磨きをか
けている段階の生徒もいるでしょう。また次の段階での輝きを目指してじっくり
と磨く道筋を模索している生徒もいるでしょう。それでいいのです。大切なのは、
自分を輝かせるために努力を怠らないことです。中学校三年間は、自分を鍛えて
人生の土台を築くときです。自分らしく輝くために自分を磨きあげていきましょ
う。（後略）  

  

平成３０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、各学年の保護者会で配布いたしましたが、

教育目標実現のため ､下記のような重点課題を設けて教育活動を行っていきます。 

◎凡事徹底   基本的なこと、当たり前のことを再点検・再確認  

◎地域との融合  学校地域支援事業の推進。地域人材の活用（部活、補充授業等） 

◎秩序の維持（安定した学校運営の継続）  

 ・朝礼・集会時の聞く姿勢、入退室の態度（形を崩させない）授業規律の確立   

 ・合理的配慮と「ダメなものはダメ」と許さない姿勢をもった指導  

◎魅力ある授業の創造  

・めあてを明確に提示、振り返りの重視→主体的対話的で深い学びの実現  

◎道徳授業の励行  「特別の教科道徳」に向けた準備。評価のあり方の研修。  

◎挨拶の徹底   授業での挨拶、対面時の挨拶、来校者への挨拶の励行。  

◎小中一貫教育の継続   開一小、早宮小との連携、交流活動の推進。  

◎不登校未然防止  →  常にアンテナを高く  夏休み以後の増加阻止へ  

◎情報公開の浸透  →  学校 HP の充実、学校だより・学年だよりの充実  

◎キャリア教育の更なる推進  →  ゲストティーチャー等の活用  

◎オリンピック・パラリンピック教育の計画・推進  世 界 と も だ ち プ ロ ジ ェ ク ト



教 職 員 の 異 動 
 

 

＜退職・転出教職員＞ 

教科 氏  名  年数 転  出  先 

主幹教諭 﨑  秀夫 １５年 退職 部活動外部指導員 

主任教諭 関谷由美子 １３年 退職  

主任教諭 島田 翠 ３年 武蔵村山市立第三中学校 

教 諭 塚越眞理子 ３年 
江戸川区立小松川第二中学校 

夜間日本語学級 

主任養護 木住野洋子 ３年 小金井市立南中学校 

事務主任 古崎有紀子 ２年 開進第二中学校 

 

＜転入教職員＞ 

職 教科 氏  名  （ふりがな） 前  任  校 

主幹教諭 音楽 近江美奈子（おおみみなこ） 練馬区立豊渓中学校 

教 諭 保体 岩井 智子（いわいともこ） 足立区立竹の塚中学校 

主任養護 養護 齋藤 智加（さいとうちか） 西東京市立田無第三中学校 

主 事 事務 山田 毅（やまだつよし） 東京都立北特別支援学校 

尚、４月１９日付けで新しい保健体育の男性教員が配置されました。 

須志田智章（すしだともあき）先生です。 

 

＜講師等の転出＞      ＜講師等の転入＞ 

・理科講師  柏倉 高徳  ・社会講師  清水 亮 

・美術講師  板橋 尚文  ・生活支援員 未定 

・保体講師  砂原 侑紀 

・生活支援員 大沼 夏恵 

   

＜練馬区学校サポーター＞ 

 ・平間美帆  大妻女子大学４年生で週１回授業補助、書道部の指導をしてくれます。 

 

        学校地域連携事業について 

 

 地域と学校が連携し､教育活動の充実及び発展を図ることを目的とした練馬区の施策の一つ 

です。地域人材を活用して、授業の補助、学習支援、部活動の技術指導、その他学校の必要に 

応じた支援を行うものです。その仲介役となっていただくのが学校支援コーディネーターです。

本校のコーディネーターは以下のお二人です。既にＰＴＡ役員の確保、部活動指導員の紹介 

等で学校の力となっていただいています。 

本校学校支援コーディネーター 

    市川 哲也様 元ＰＴＡ会長 青少年育成第二地区委員会文化部 

    嶋田 澄子様 元ＰＴＡ副会長 前青少年委員 第二地区委員会体育部 
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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３０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 臼田統志夫(美) 

教務主任 加藤 正朗(理) 生活指導主任  門脇 祐太(体) 

進路指導主任   川合 風 (社) 研修主任 近江美奈子(音) 

保健主任 齋藤 智加(養護) 図書主任 田島 聡志(国) 

事務主任 山田 毅(事務) 小中一貫クリエイター 長谷川 綾(数) 

特別支援コーディネイター 近江美奈子(音) 経営支援 川合 風 (社) 

道徳授業推進教師 岩井 智子(体)   

学年組織                       ◎＝学年主任 ○＝副主任 

１学年 ２学年 ３学年 

１組 ◎石田 浩一(技) １組 ○宮野 保幸(数) １組 冨塚 大輔(国) 

２組 岩井 智子(体) ２組 近江美奈子(音) ２組 石黒小百合(英) 

３組 田島 聡志(国) ３組 眞榮城 伸(社) ３組 門脇 祐太(体) 

４組 ○長谷川 綾(数) ４組  赤星 佳高(国) ４組 川合 風 (社) 

５組  ５組  ５組 ○若松 由美子(家) 

副担  加藤 正朗(理) 副担 ◎朝岡 貞雄(理) 副担 ◎村上 哲夫(数) 

副担  石井 弓子(英) 副担  荒木 良重(英) 副担 入門 勇樹(美) 

副担  須志田智章(体) 副担  齋藤 智加(養護) 副担 副田愛綾奈(理) 

職員・講師等 

講 師 
  浦野 貴子(数) 清水 亮(社)  

富岡  典子(数:学力向上支援講師)  

職員等 
山田 毅(都事務) 小林三香(区事務) 藤森優子(栄養士) 

佐藤 淳(SC)  瀬川佳世(心の相談員) 未定（生活支援員） 

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２８日（土）～６日（日）までの期間と言えます。５月２日

（水）の身体計測日をはさんで４連休が続きます。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。 


