
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月第２号 
平成２７年４月２４日 

 開進第四中学校だより 

校 長 新 村 紀 昭  
～開拓・発展・完成～ 

 

○学校評議員会による学校関係者評価の実施と学校運営

の改善、充実 

○学校公開や各種通信による保護者・地域への積極的な

情報発信と収集 

○校舎改築等に対する保護者、地域との連携協力体制の

構築 

○奉仕活動や地域行事等への積極的な参加、防災訓練等

の共同実施 

○教育活動や言動の見直し、人権感覚の向上、体罰等の根絶

に向けたコミュニケーション能力や人間関係調整力の向

上、服務の厳正 

○全教員の授業研究実施と講師からの指導による授業改善、

指導力の向上 

○教職員自らの目標設定と積極的な研修等への参加による

自己研鑽 

○心身の健康と協力、組織力の向上、ＯＪＴの推進  

平成２７年度 開進第四中学校学校経営計画について 

◆学   ぶ ：自ら学ぶ意欲をもち、確かな学力を身に付ける生徒  

◆働   く ：勤労を尊び、社会に貢献しようとする態度をもつ生徒 

◆協 力 す る ：互いの個性を認め合い、思いやりのある行動ができる生徒  

◆鍛 え る ：健やかで、たくましい心と体つくりに努める生徒 

◆共に生きる ：自他の文化を尊重し、国際的な視野をもつ生徒 

 
校訓・教育目標 

（目指す生徒像） 

◆生徒一人一人が自らのよさを発揮し、意欲的、創造的に活動する学校  

◆生涯学習の視点に立ち、生徒の関心・意欲を高め、生涯にわたって学び続けるために必要な知識や  

学び方等を身に付けられる授業が充実している学校  

◆生徒指導上の課題等に迅速に対応し、教育活動の改善・充実に一致協力して取り組む、組織的な学校  

◆家庭や地域社会との相互理解や連携・協力体制を築き、学校の役割を積極的に果たして家庭や地域から 

の信託に応える、開かれた学校  

 
目指す 

学校像 

教職員の姿 保護者・地域との連携

○わかる授業の実施。本時の授業目

標の明確化・可視化 

○言語活動を取り入れた課題解決型

の授業展開の推進 

○基礎学力の定着・向上。補充教室、

質問教室の充実 

○家庭学習の充実。「学びの道しる

べ」の充実、適切な宿題の指示 

○検定やコンクール参加の推奨  

確かな学力の定着 

○個々の生徒のよさが発揮できる学級

経営。意図的計画的な経営  

○道徳の時間の充実。年間計画の沿った

指導の充実、指導力育成  

○いじめ・不登校ゼロを目指した教育相

談・個人面談の充実 

○いじめ問題への迅速な対応。月１回の

調査と結果に基づく指導の充実  

豊かな心の醸成 

○生徒の健康づくりと体力向上の

推進。オリンピック教育推進校と

しての取組の充実  

○安全管理と事故防止の推進  

様々な状況を想定した避難訓練

等の実施 

○部活動指導の充実  

健康・体力の増進 

○年間指導計画に沿った、発達段階に応じた体験的な学習活

動の充実と体験発表会の実施。福祉体験、職場体験  

○外部講師による生き方指導の充実。（留学生、JICA 派遣員、

経済同友会派遣の講師等）  

○小中学校９年間を見通した指導計画の作成と交流授業

の試行 

○指導の系統性や一貫性を意識した生活指導計画の作成

と試行 

○新校舎の連携教室活用に向けたプログラムの作成 

キャリア教育の推進 小中一貫教育の推進 
平成２７年度の重点目標 

 新年度が始まり２週間が経ちました。学級の組織もできあがり授業も本格的にスタートしました。昨年

度に引き続き以下の目標と計画に基づいて教育活動を進めてまいります。ご理解とご協力をお願いします。  

25 日(土)は午後 2 時から保護者会です。午前中の学校公開も含めて、ぜひご参加ください。 



 

 

 ４月６日（月）の始業式で、各学年の代表

生徒が新年度の抱負を述べました。３年生は

最上級生として、２年生は中堅学年として、

それぞれの責任をしっかり果たそうとする決

意と抱負が表現されています。この気持ちを

１年間忘れずに、充実した学校生活にしてい

きましょう。 

３年Ａ組 芳谷 龍伸 

僕たちはこの開進第四中学校の最上級生に

なりました。つまり、この学校の顔となると

いうことです。明日から入ってくる新１年生

も僕たちの背中を見ています。学校内でもそ

の他の場面でも、常に高い意識をもって生活

して行きたいと思います。 

そのためには、まず、あいさつを誰にでも

元気よく行えるようにすることが大切です。

昨年度の最後には進んであいさつができるよ

うになりました。さらにあいさつが活発にで

きるように取り組みたいと思います。他にも

昨年度の反省を胸に気持ちを新たにして、悔

いの残らない学校生活を送りたいです。  

もう卒業まであと一年です。このメンバー

でいられる日もそう長くはありません。行事

は全て中学校生活最後の行事となります。こ

れまで以上に精一杯取り組み、最高の結果で

終われるように努力したいです。  

また、来年には受験が控えています。皆で

支え合い、集中して取り組めるよい雰囲気を

作り、学年全体の絆がさらに深まる一年間に

したいです。たくさんの思い出を作り、全員

が笑顔で終われるように、協力し合える一年

にしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年Ｃ組 吉田 菜々美 

今日、中学校では初めてのクラス替えの発

表がありました。今まで話したことがなかっ

た人とも、積極的にかかわっていきたいです。

そして、仲を深めクラスの「輪」を作り、協

力できるようにがんばります。 

私たちは１年生の時、チャイム着席ができ

なかったり、授業を受ける態度が悪かったり  

しました。けれど周りの人の呼びかけやチェ

ック表を取り入れたことにより少しずつ改善

されていきました。２年生では一人一人が意

識を変えることで、さらに改善をしていきた

いと思います。改善点を改め、よい点はさら

に伸ばしていき、学校生活をしっかりと送り、

みんなで協力してよいクラス、学年にしてい

きます。それは開進四中をよくしていくこと

にもつながります。特に１年生は私たちが手

本とならなければなりません。よい影響を与

えられるように努力していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入生代表 １年Ｂ組 坂口 瑠唯 

桜の花びらが春風に乗って舞い、まるで僕

たちの新しい門出を後押ししてくれているか

のようです。今日、僕たち新入生１２３名は、

開進四中の一員となりました。ここまで支え

てくださった方々に感謝の思いで一杯です。

先輩方と同じ制服に袖を通し、ついに中学生

になったんだという実感が湧いてきました。

あこがれの先輩方に一歩でも近づけるように

頑張りたいです。 

中学校生活で楽しみなことはたくさんあり

新年度 代表生徒の言葉 

 

新入生 誓いの言葉 

 



ます。先輩方や顧問の先生のご指導の下、自

分を鍛える部活動、仲間と絆を深めることが

できる運動会や合唱コンクール。寝食を共に

する臨海学校やスキー教室などです。  

しかしその反面、勉強と部活の両立ができ

るかという不安もあります。そこで僕は、時

間を有効に使い、毎日少しでも机に向かうよ

うにしようと思います。分からないところは

先生方に質問し、疑問点を残さないようにし

たいです。そしてその結果、定期テストなど

の試験ではよい成績を取り、将来の自分の夢

を実現する第一歩としたいです。又小学校と

は違うメンバーで学び合うことになり、少し

緊張していますが、学校で決められた規則は

きちんと守り、開進第四中学校にふさわしい

生徒になれるよう、お互いによい影響を与え

合い切磋琢磨していきたいです。  

 最後に校長先生や先生方、来賓やＰＴＡの

方々、上級生の皆さん、入学式で励ましの言

葉をいただき、本当にありがとうございまし

た。皆様からいただいた言葉を心に刻み、悔

いの残らない充実した中学校生活を送りたい

と思います。

 

 

 前号でもお知らせしましたが、今年度、常勤の教職員６名の方が本校に着任されました。よりよ

い学校づくりに力を発揮していただけると確信しています。どうぞよろしくお願いします。 

★杉田 正穗 副校長 

練馬区立貫井中学校より異動し、着任いたしま 

した。以前より開進第四中学校は部活動が盛んで 

活気のある学校という印象があります。これから 

工事が進み校庭や体育館など使用できないことが 

あり、不便な点が多くなりますが、活気のある学 

校となりますよう努めてまいります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

★矢部 薫 主任教諭（社会科） 

はじめまして。開進第四中学校に、まだ赴任し 

たばかりですが、素敵な学校に異動できて幸せに思っています。伸びやかで優しい生徒、職

員室の雰囲気も良く、新たな気持ちで頑張ろうという気持ちにさせられます。これからの開

進第四中学校の行事や日々の生活を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。 

★岩下 巧教諭（数学科） 

みなさんはじめまして。４月より教員になり，まだ分からないことも多いので，みなさん

に手助けしてもらうことがあると思いますが，ぜひ仲良くしてください。よろしくお願いい

たします。 

★小野輝世教諭（音楽科） 

はじめまして。４月から教員になり、開進第四中学校に来ました。分からないことも多い

ですが、皆さんと共にたくさん学びたくさん成長していきたいです。これからよろしくお願

いいたします。 

★齊藤亮介教諭（保健体育科） 

今年度、あきる野市立東中学校より異動して参りました。開進第四中学校に着任でき、大

変光栄です。授業や部活動、学校行事など生徒を通し、生徒が大きく成長できるよう一生懸

命頑張ります。よろしくお願い申し上げます。 

★滝沢 英夫 用務主事 

  はじめまして。生徒の皆さんが気持ちよく通えるように、学校環境作りに頑張っていきます。

どうぞ、よろしくお願いします。  

 

４月７日（火）着任式 どうぞよろしくお願いします！ 

本校ホームページには様々な情報や学校生活の様子を掲載しています。ぜひご覧ください。 



４月８日（水）対面式  専門委員会＆部活動紹介 

 新１年生が入学後、最初に実施する行事が「対面式」です。  

対面式は、生徒会・専門委員会活動や部活動の紹介をするので、 

生徒会本部が司会進行を務めるなど、生徒が中心となります。 

まず、生徒会・専門委員会の説明では、生徒会長が次のよう 

な話をしてくれました。「生徒会というと、私たち生徒会本部 

役員の７人だけだと思われがちですが、実際は皆さん一人一人  

が会員です。生徒総会では、各委員会の一年の活動や計画に

ついて会員である皆さんによいかどうか考えてもらいます。

こうして学校がさらによくなることを目指すのです。皆さん

の積極的な意見と関わりでこの開進第四中学校をよりよく

していきましょう。」そして、各委員長から目標や様々な取

組が紹介されました。 

 また、部活動紹介では、各部部長を中心に活動の実際を知  

ってもらうためのアトラクションや作品の紹介なども含め

た説明があり、１年生からは感嘆の声も聞かれました。  

後日、各学級で行われた学級組織作り（各係や専門委員  

選出）では続々と立候補があり、学級内で投票して選出し  

たということが職員室で話題となりました。生徒会長の言 

葉に刺激を受けたのでしょう。学級のために積極的に役割 

を果たそうとする、校訓「働く」の気持ちが行動に表れた 

と感じ、頼もしく思いました。 

 部活動については、仮入部期間に様々な部に参加して活  

動する１年生の姿やその１年生を丁寧に指導する上級生の姿が随所に見られます。文化系の部への

仮入部が少ないとも聞いていますが、中学校生活を充実させるためにも積極的に入部して、自分自

身の個性を磨き、活躍の場を広げてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本の伝統・文化理

解教育の推進と、愛

国心の醸成  

○東京オリンピック・

パラリンピック開催

を踏まえた英語力の

向上 

 

 

 

 

 

☆部活動大会結果 躍動する開四中生！！ 

■野球部 練馬区中学校春季野球大会 おめでとう！ ベスト４進出 ブロック大会出場決定！ 

     １回戦：練馬８－９開四 ２回戦：開三０－１３開四 ３回戦：豊玉０－１開四 

■バドミントン部 第３８回フジ杯多摩地区ジュニアシングルス大会 

          ３回戦突破 藤野柚里・野島詩織・金田妹之 

■バレーボール部 淑徳杯 準優勝  決勝戦：志村一中２－０開四中 

保谷杯 準優勝  決勝戦：大泉学園２－０開四中 

練馬チャレンジカップ 優勝 ６チームリーグ戦で全勝 

■バスケットボール部 第３ブロック大会（男子）杉森中５８―３８開四中 

（女子）立教女学院６４―４８開四中 

■剣道部 練馬区中学校生徒剣道大会 春季大会 

     団体戦男子 １回戦：谷原中０－４開四中 2 回戦：石神井Ａ５－０開四中 

        女子 富士見４－１開四中 大泉二Ｂ１－１開四中 大泉西５－０開四中 

◆女子はリーグ戦。石神井中との合同チームで参加しました。 

■サッカー部 練馬区春季研修大会 サッカーの部 予選リーグ（途中経過） 

     大泉二中２－３開四中  武蔵中３－０開四中 

 

お知らせ  ５月２日（土）から６日（水）までのＧＷの期間中、本校東門付近で水道の配管工事が予

定されており、一部通行ができなくなります。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。  


