
 

「 新年の誓い ～ 書初め ～  」 

 

 明けまして、おめでとうございます。 

「明ける」とは、「改まる。明るくなる」

という意味があり、人を希望へと誘う言葉

でもあります。 

今年も希望と明るい話題にあふれた開

進四中でありたいものです。教職員一同、 

保護者の皆様、地域や関係者の皆様ととも

に、気持ちを新たに本校の教育活動の一層

の充実･発展に努めて参りたいと思います。 

  特に、今年から着手する仮設校舎の建

築、新校舎の建築に際しては、ご理解・ご

協力いただくことが多々あることが想定

されます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

   
 

 穏やかに晴れた登校日初日、久しぶりに

目にする生徒の姿はとても晴れやかで、健

康で充実した冬休みを送ったことが伺え

ました。 

 １２月３１日と１月１日は、たった一日

しか違いませんが、「年」が改まることか

ら、「心」も改まるような気がします。も

ちろん、月日の流れに切れ目はありません

が、私たち日本人は、昔から、時の流れに

区切りをつけて、より良い人生を求めて決

意を新たにする慣習があります。生徒たち

もきっと「新年の誓い」を新たにしたこと

でしょう。 

 新年に行われる日本の伝統・文化のひと

つに「書初め」があります。本校でも毎年

冬休みの宿題として取り組み、秀作は、区

の連合書初め展に出品されます。 

 今年の干支は「馬（午）」ですので、私

は、香港の旧正月の時によく目にした「馬」

という字の入った言葉を書いてみました。    

         

 

 

 

 

 

 

この「龍馬精神」という言葉は、「強い

意志をもち、苦労や困難にあってもくじけ

ない心、負けない気持ちをもって前向きに

頑張ろう」ということを表したものです。 

 一人一人の生徒が自分のたてた目標を 

達成できるよう、特に、３年生が希望する 

進路先への入学切符を手に入れることが 

できるよう、願いを込めて書きました。                                     

 もう一枚は「勝」という字です。 

人は目標に向かって歩んでいく時、上手

くいかないことがあると途中で投げ出し

てしまったり、自信ややる気をなくしてし

まったりすることがままあります。そんな

時、この「勝」という字をみて、弱い自分

の心に打ち勝ち、またしっかり歩んで行こ

うと決意を新たにする。そんな気持ちにな

れたらなあという思いで書きました。それ

ぞれの学年の総仕上げに向けて、努力を積

み重ね、確かな足跡を残してほしいと願っ

ています。 
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【美術】 

粘土 

「缶の中から

飛び出す○○」 

１A 南川 リオ 

円の中の 

不思議な顔 

２A 村上 力哉 

１A 中川 弓歌 ２A 横田 優亜 

１B 秋吉 洸弥 ２B 山根 祥吾 

１B 一戸凜太郎 ２C 秋本 咲 

１B 笹森虎太郎 ２C 千葉果穂奈 

１B 濵田 歩 ２C 平野 琴巳 

１B 平見 聡 ２D 片倉 瞭 

１B 久保 美夕 ２D 横田 廉 

１C 小澤 大輔 

立体感の 

ある構成 

２A 秋山 浩太 

１D 関 明莉 ２B 山根 祥吾 

色相環の 

平面構成 

１A 野口 哲司 ２C 秋本 咲 

１A 金田 妹之 ２D 源 友貴 

１B 折原あかね 

粘土 

「表情を 

捉えて」 

３B 金田 周 

１B 樋沼 美音 ３B 戸山 英 

１C 君塚 昇 ３B 山神 樺凪 

１D 石黒 蓮 ３C 飯田 聡 

１D 森  亮太 ３C 高橋 拓誠 

 
木彫 

「幾何学模様」 

３B 野島 瑞穂 

  ３D 原田 優希 

 ３D 丸山 寛人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬区中学校生徒作品展（於：練馬区美術館） 

◇１月１１日（土）から１５日（水）まで、美術・技術・家庭科の授業や部活動で製作し

た優秀作品が、区立美術館に展示されました。一つ一つの作品を見ていると、授業の中で、

一生懸命に製作に取り組んでいた生徒の姿が目に浮かんできました。どの作品も、製作し

た生徒の個性や豊かな創造性、中学生らしい感性が発揮された力作ばかりでした。  

 見学に訪れていた保護者や子供たちからも「上手だねぇ」「私はこれが好き」など、たの

しみながら作品を観賞する声があちらこちらから聞こえてきました。  

 

 

 



【技術】 

小物入れ 
１A 黒田 竜史 石鹸入れ １B 松本 開誠 

１C 能勢 七海 

２段ラック 

１B 吉川 周太 

スタンド １A 高木 渚生 １B 久保 美夕 

ロングラック 

１A 田中 大雅 １B 里園ことり 

１C 石塚 太士 １D 藤原 大樹 

１C 村木 隼人 １D 芳谷 龍伸 

１C 柳 達也 １D 岡 千咲 

はがき入れ １A 南川 リオ 調味入れ １D 五十嵐拓実 

 

【工作部】 

ラック 
１A 吉川 雅士 キーホルダー

ラック 

２A 亀田 崇史 

１A 吉冨 瑛輝 ２A 松井 雄飛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家庭】 

  

幼児の 

クッション 

３A 松本 健吾 

幼児の 

クッション 

３C 板垣日向子 

３A 岡田 るい ３C 遠藤 花 

３A 金子 由愛 ３C 加藤美佐子 

３A 柳 彩芽 ３C 宋 加恩 

３B 金田 周 ３C 長谷部蘭乃 

３B 斉藤 有紀 ３C 鰭崎ことね 

３B 富山みのり ３C 藤原ひより 

３B 長浜 優楽 ３C 丸山多英子 

３C 山崎 将行 ３C 湯浅 舞美 

３C 飯田 聡 ３D 円谷 顕生 

３C 高橋 拓誠 ３D 丸山 寛人 

３C 船場 遼 ３D 小関 凜花 

 ３D 細野 麻莉 

 

 

 

 

 



 

 

                   

        ◇１月１１日（土）、青少年育成桜台委員会と共催で、毎年恒例の１年生百人

一首大会が開かれました。１年生は皆、国語の授業や冬休みの宿題で、１首で

も多くの歌を記憶し、クラス優勝を勝ち取ろうと頑張ってきました。 

寒い中をたくさんの保護者の方が応援に来校してくれましたが、結果は、C 組の優勝、B 組の準優

勝でした。育成委員会の方からは、礼儀正しく、キビキビ動いている生徒の姿に感心しましたとの

お手紙を頂戴しました。読み手の心情を十分に理解するには、今はまだ難しいかもしれませんが、

優れた日本の伝統・文化に触れる大切な行事のひとつとして続けていきたいです。 

 【個人賞 ベスト１０】 

１位 森本文菜（１Ａ）２位 田中瑛祐（１Ｃ）３位 藤近尚子（１Ｂ）４位 金子尭之（１Ｃ）    

５位 宮坂祐太（１Ｄ）６位 折本ルナ（１Ａ）染谷結衣（１Ａ）臼井春稀（１Ｃ） 

９位 柳 達也（１Ｃ）奥津伶奈（１Ｄ）齊藤真美（１Ｄ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

＜バスケットボール部＞  開進カップ  男子 優勝、 女子 第三位 

             最優秀選手  佐藤 大輝（２Ｃ） 

＜女子バレーボール部＞  清瀬杯 優勝 

開四中１－０三芳東中、開四中１－０久留米西中、開四中１－０東村山七中、開四中１－０立川二 

決勝トーナメント：開四中１－１練馬中、開四中２－０清瀬中、開四中２－１伊興中 

 

＜陸上部＞  豊島区民駅伝競走大会 

中学女子の部 優 勝 三浦奈々（２Ｄ）室井戸絵（２Ａ）丹代早紀（２Ｂ）松下明香里（２Ｂ） 

       第２位 市居歩実（２Ｃ）小田彩夏（２Ｄ）湯浅はるか（２Ｃ）秋本 咲（２C） 

       区間賞 １区 三浦奈々、２区 室井戸絵、３区 湯浅はるか、４区 松下明香里 

 

＜卓球部＞  新人戦卓球大会 

       ２回戦進出  更田 悠（２A） 

       出 場    五十嵐拓実（１D）、森  亮太（１D）、深澤 達貴（１D） 

 

百人一首大会（１年生）       

 

   

練馬区中学校連合ダンス大会 

◇１月２８日（火）に、練馬区文化センター大ホールにおいて、区立中学校３４校の代表が集

まり、創作ダンスの発表会が開催されます。本校からは、２年 A 組が最優秀クラスとして参加  

します。創作ダンスのテーマは、「カトレア～花ことば～」です。 

生徒の活動の記録 


