
 

            
  

   心 地 よ い 春 の 風 

校 長  古 山 真 樹 

 今年は桜が開花してから寒い日が続きましたが、ようやく暖かな日差しが心地よい時節となってきました。

今年度、開進一中は新３年生が５クラスとなり、新入生１６０名を迎えて全校生徒４６７名でのスタート 

となりました。始業式、入学式は緊張感あふれる中で整然と行うことができました。１２日(金)に行われた

新入生歓迎会は、生徒会役員のがんばり、そして新２・３年生の立派な態度､お互いを尊重し合う温かな雰囲

気の中で行うことができました。また、１５日(月)の最初の全校朝礼で私からは「あいさつ」について話し

たところ、多くのあいさつの声が聞かれるようになりました。新たな気持ちで頑張ろうとする素直でまっす

ぐな気持ちがとてもさわやかに感じられます。このように上級生も下級生も年度初めの緊張感が徐々にほぐ

れていく中で、より良い自分をめざして確かな躍動を始めています。開進一中に心地よい春の風がそよぐ新

年度の発足となりました。 

 

今月の金言・名言     少年よ大志
たいし

を抱
いだ

け ウイリアム・クラーク 

 

昨年は「今月の一句」で俳句を紹介し、日本人の心の根源、日本の伝統文化について考えてきました。さて今年は「今月の金言
きんげん

・名言
めいげん

」

というタイトルです。金言とは人生の手本とすべきすぐれた言葉、名言とは心に響く名高い言葉を言います。そういった世界の言葉を紹

介して君たち中学生に幅広い視野と教養、生きる勇気をもってもらえたらと願っています。 

  

この言葉は誰もが知っている有名な言葉ですね。若者よ､大きな志をもちなさいという単純明快な呼びかけ

が心に響き、大きな夢、希望が湧
わ

いてくる言葉です。特にこの新年度にふさわしい言葉ですね。開一中の誰

もが大きな目標、夢をもって頑張っていってほしいと願います。この言葉、もちろん英語で呼びかけられま

した。英語ではBoys,be ambitious.です。 

 ウイリアム・スミス・クラークは、アメリカのアマースト大学の学長でしたが１８７６年(明治９年)に９

ヶ月間北海道の札幌農学校(現在の北海道大学)の教頭としてやってきました。アメリカの先進の学問を、開

拓が始まったばかりの北海道に伝えてくださり、アメリカに帰る別れの時に生徒たちに言った言葉です。寒

冷地の開拓という過酷
かこく

な状況の中で、生徒たちを励ました言葉です。 

 閑話
かんわ

休題
きゅうだい

。Ambitiousは通常｢野心｣と訳しますが、野心は少しマイナスのイメージですね。「少年よ、野

心を持て」と訳していたらこれほど有名な言葉にはならなかったかもしれません。もう一つ、Boys,be 

ambitious.なぜBoysだけかと言えば、当時はまだ女子教育は本格化していません。女子は教育を受ける権利

がありませんでした。驚きですね。今だったらBoys and girlsと言うところですね。 

 さてこの言葉には続きがあると言われていますが、二つの説があります。一つは、「お金のためではなく､

私欲のためでもなく、名声という空虚
くうきょ

な 志
こころざし

のためでもなく、人はいかにあるべきか、その道を全
まっと

うする

ために､大志を抱け」というものです。すばらしい言葉ですね。キリスト教を学生に広めたクラークらしい言

葉とも言えます。もう一つは、「この老人のように」（like this old man）です。この時代に海を渡ってわ

ざわざ日本の､それも北海道にやってきたクラークはすごい勇気の持ち主です。これもとても説得力がありま

す。しかし、どちらでもいいでしょう。とにかく｢大志を抱け｣という言葉がどれだけ学生たちに勇気を与え

たかを思えば十分と言えるでしょう。最後に改めて、「開一中生よ、大志を抱け！」 

練馬区立開進第一中学校 

開進一中だより 
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入学式式辞の一節 ～鍛錬
たんれん

 日々の努力～ 
（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。ダイヤモンドは磨

みが

かれることで初めて、美

しい輝きを放ちます。同じように君たちも自分を鍛えることで、自分を輝かせ、可能性を伸ばしていきまし

ょう。 

「鍛える」 この言葉は「鍛錬」という語が基
もと

になっています。鍛錬は金属を熱したり、冷やしたり、槌
つち

で

打つことで性質を高めることを言います。そこから転じて、厳しい訓練や修行を積んで心や体を鍛える意味

で使われます。 

剣豪として名高い宮本武蔵は「五輪
ごりん

の書
しょ

」という自身の著作の中でこのように言っています。 

「千日の稽古
けいこ

を鍛とし、万日の稽古を錬とす」 これが[鍛錬]の語源です。「鍛」は技を習得すること、「錬」

はその技を練り上げて、一つの道を完成させることです。つまり千日、約三年間でやっと基礎が築かれるの

です。そして万日、約三〇年を掛けて、一つの道を極
きわ

めるということです。 

千日鍛えるとはまさに、中学校三年間に当てはまります。中学校は鍛えて鍛えて、あらゆる基礎を築く時

期なのです。 

宮本武蔵はさらに「天賦
てんぷ

の才能より自己鍛錬が勝
まさ

る」とも言っています。豊かな才能をもっていながらも怠
なま

けてしまう者よりも、毎日繰り返し鍛えた者が勝つということです。 

その教えを体現
たいげん

した人物が先日引退を表明した、野球のイチロー選手ではないでしょうか。イチロー選手

は小学校３年生から一日も休まず野球に没頭したそうです。学校から帰ると父親と練習、さらに夜は父とバ

ッティングセンターに通い、時速１４０キロのボールを打つようになり、中学でも毎日２００球以上の打ち

込みを欠かさなかったそうです。そのイチロー選手が、アメリカメジャーリーグの年間最多安打の新記録を

樹立
じゅりつ

したときにこう言っています。「今、小さな事を多く積み重ねることが、とんでもないところへ行くただ

一つの道だと感じています。」つまり、小さな日々の努力が世界的な大記録を生み出したと言っています。さ

らにイチロー選手は、「僕を天才という人がいますが、僕自身はそう思いません。毎日血の滲
にじ

むような練習を

繰り返してきたから、今の僕があると思っています。」野球の天才であることを否定し、努力の 賜
たまもの

と言って

います。むしろイチロー選手は、努力することの天才であったと言えるのでしょう。どんな大記録も日々の

努力が原点です。きみたちも日々の努力を当たり前の習慣にしていきましょう。（後略） 

 

平成３１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、先日の保護者会で配布いたしましたが、教育目標実現のため､本年度は

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。 

◎予防的生活指導の推進  ・事故、問題行動の未然防止 

よい行動を褒め模範となる形を見せる→自己肯定感 成長を促す生徒指導 →生徒の自己指導能力の育成 

◎秩序の維持  ・基本的な生活習慣の確立＜４月当初からの徹底＞ 

・朝礼・集会時の聞く姿勢、入退室の態度  ・授業規律の確立 → チャイム始業 挨拶 姿勢 

◎新学習指導要領への移行   ・教科によって「やらねばならぬこと」の確認・実践 

◎地域との融合  地域人材の活用 学校・地域支援事業  生徒会活動との結びつき 

◎挨拶の徹底  授業での挨拶、対面時の挨拶、来校者への挨拶 

◎不登校未然防止  スクールカウンセラー、心のふれあい相談員、ＳＳＷｒ（スクールソーシャルワーカー）との連携 

◎道徳授業の励行  「考え、議論する道徳」への転換 → 評価素材の蓄積、活用 

◎小中一貫教育の継続   全教科､全領域において全員で関わる → 更なる連携の強化 

◎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 
 

 

＜転出教職員＞ 

職 教科 氏    名 年数 転 出 先  

教諭 国語 田島 聡志 ７年 江戸川区立小岩第四中学校 

教諭 社会 川合 風 ８年 足立区立入谷南中学校 

教諭 理科 夜久 嘉子 ８年 中野区立第七中学校 

産代 理科 副田 愛綾奈 ２年 新座市立第六中学校（産代） 

期限付き 保体 須志田 智章 １年 板橋区立志村第三中学校（講師） 

 

＜転入教職員＞ 

職 教科 氏  名  （ふりがな） 前  任  校 

教諭 国語 宮島悠維（みやじまゆうい） 東久留米市立南中学校 

教諭 社会 竹花賢治（たけはなけんじ） 府中市立府中第一中学校 

教諭 理科 粉川光弘（こがわみつひろ） 江戸川区立西葛西中学校 

教諭 保健体育 小熊伸英（おぐまのぶひで） 新規採用 

特別支援教室専門員 加賀谷恭子（かがやきょうこ） 新規採用 

 

＜講師等の転出＞ 

・数学  浦野貴子 

 

＜講師等の転入＞ 

・数学  内山佑紀奈 

・保体  戸塚智子 

・英語（荒木教諭の代替） 

         山岸順子 

         西田立子 

＜学校サポーター＞ 

    ・田嶋夕夏  大妻女子大学４年生で週１回授業補助､校務補助 

 

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副会長 

    嶋田 澄子様 元ＰＴＡ副会長 前青少年委員 第二地区委員会副会長 

学校地域連携事業の一環として、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。昨年度、部活動外部指導員、夏季補充教室、都立入試前補充教室の学習支援

員を学校に派遣していただきました。 

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３１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   宮野 保幸(数) 生活指導主任  門脇 祐太(体) 

進路指導主任   近江美奈子(音) 研修主任  加藤 正朗(理) 

保健主任 齋藤 智加(養護) 図書主任  宮島 悠維(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ーター 粉川 光弘(理) 経営支援  赤星 佳高(国) 

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  門脇 祐太(体) １組 ◎石田 浩一(技) １組 赤星 佳高(国) 

２組 入門 勇樹(美) ２組 冨塚 大輔(国) ２組 近江美奈子(音) 

３組  宮島 悠維(国) ３組 岩井 智子(体) ３組 若松 由美子(家) 

４組 ○石黒小百合(英) ４組  長谷川 綾(数) ４組  竹花 賢治(社) 

５組  ５組  ５組 眞榮城 伸(社) 

副担 ◎村上 哲夫(数) 副担  小熊 伸英(体) 副担 ○宮野 保幸(数) 

副担  加藤 正朗(理) 副担 ○粉川 光弘(理) 副担 ◎朝岡 貞雄(理) 

副担  齋藤 智加(養護) 副担  荒木 良重(英) 副担  石井 弓子(英) 

職員・講師等 

職員等 

山田 毅(都事務) 小林三香(区事務) 藤森優子(栄養士) 

鈴木 裕子(SC)  瀬川佳世(心の相談員) 加賀谷恭子（特支専門員） 

嶋田公美（巡回指導教員） 池川健一（巡回指導教員） 石川芳子（巡回心理士） 

講 師 

  内山 佑紀奈(数) 清水 亮(社)  戸塚 智子(体) 

西田 立子(英) 山岸 順子(英) アリソン・マークス（ＡＬＴ） 

富岡  典子(数:学力向上支援講師) 寺崎美子（図書館司書） 

用務委託 ＝ 関東ビルメンテナンス（株） 

給食委託 ＝ 協立給食（株） 

 

ボランタリーワーク校内実行委員会創設 

 開進一中の地元、早宮区民事務所内に青少年育成第二地区委員会があります。地域の子どもたち

の健全な成長を願って６０年以上前に開設されました。本校第 11 期卒業生の窪寺孝様を会長に多

くの開一中同窓生、元保護者の方々が関わっています。様々な活動を展開していますが、中でも「遊

ぼうデー」「リレーカーニバル」「地区祭こども祭り」「みんなの音楽会」にはボランタリーワーク

として本校の生徒がお手伝いをしてきました。今年度は、より緊密で継続的な関係を求めて、校内

に実行委員会を設立してボランティアを呼びかけていきます。その代表が先日朝礼で話をした田村

春奈さん、副代表が板山光太朗くん、田村理人くんです。お世話になった地域へ君たち中学生が貢

献する番です。最初は「きれいな町をつくろうデー」で、本校としての参加ではありませんが、地

域貢献の第一歩として参加してみてはいかがでしょうか。多くの生徒の参加を期待しています。 


