
 

 

 

 

 

 

ご進級・ご入学 
おめでとうございます 

    五つの校訓を具現化しよう  

 

 石神井川沿いの桜並木は今年も大輪の花

を見事に咲かせています。春は冬を耐えた

木々が一斉に芽吹く季節、その花には蝶な

どの虫が集まり生命の連鎖を感じる季節で

もあります。花を見ると心が和み、「思いや

りの心」が育つとも言われます。校舎新築

工事のため校内に花は少ないですが、登校

中、時には城北公園等の花をながめて気持

ちを和ませ、心を豊かにしたいものです。 

さて、平成２８年度は第３学年１０５名、

第２学年１２５名、第１学年１１０名の合

計３４０名（男子 189 名女子 151 名）での

スタートとなりました。 

始業式では、本校の五つの校訓「学ぶ・

働く・協力する・鍛える・共に生きる」を

大切にして、やらされているという受け身

の姿勢ではなく、授業や学校行事、様々な

活動に興味をもち、本気で取り組むという

積極的な意識を強くもってほしいと話しま

した。春休みに通知表をよく見て反省し、

何に力点を置くか、新年度に向けて決意を

新たにすることはできましたか。 

これから新しい仲間と担任の先生との学

校生活が始まります。中学校では学習活動

や行事はもちろん部活動においても、励ま

し合い切磋琢磨する友達や、信じ合える仲

間の存在が大きくなります。初めは新しい

クラスにうまくなじめないという生徒がい

るかもしれませんが、「おはよう」いう朝の

あいさつを大切にして互いに声をかけあい、

あいさつをきっかけに心を開いて仲間づく

りを進めてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５６回 入学式 

 そして、学校生活を充実させるために次

の３つを大切にしてほしいと思います。 

１点目は、授業を大切にするということ

です。教科に優劣はありません。人間性を

豊かにし、進路の選択肢を広げるためには、

どの教科も大切です。次の時間の予習をす

れば、その時間何を学ぶかが分かります。

学ぶことが分かれば興味がもてるし、興味

がもてれば意欲も湧くでしょう。意欲がも

てれば自分で考えて判断し、答えを出すと

いう主体的な学び方が身に付くと思います。

毎日、少しずつでも翌日の教科の予習をす

るという習慣を身に付け、授業に向かう姿

勢を作ってください。 

２点目は、自分の気持ちや行動をコント

ロールする力を身に付けてほしいというこ

とです。中学生には場に応じたあいさつや

礼儀、言動、集団の一員として行動する力

が求められます。卒業式では、相手の痛み

を感じる心、「いたわり」という感情につい

て話しました。「自分には厳しく相手には優

しく」という思いやりの心をもち、状況に

応じた言動ができるようになってください。 

最後は、目標や希望をもち続けるという

ことです。夢や希望に向けて努力すること

で具体的な目標ができます。目標達成まで

の道筋を考え、実行することで学校生活に

 

 

４月 第１号 
平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ８ 日 

 
開進第四中学校だより 

校 長 新 村 紀 昭  
～開拓・発展・完成～ 

 



メリハリが出てくるでしょう。そして、も

し困難な場面や困った状況が起きたら、遠

慮せず先生方に相談してください。皆さん

の中学校生活が充実したものになるように

支援していきます。 

保護者、地域の皆様、いつも本校の教育

活動にご理解ご協力をいただき感謝申し上

げます。本年も宜しくお願い申し上げます。

 

 

◇校 長     新村 紀昭 

◇副校長     杉田 正穗 

◇教務主任    阿久津繁男（主幹教諭） 

◇生活指導主任  松木 千明（主幹教諭） 

◇進路指導主任  守屋 玲子（主幹教諭） 

◇保健主任    古家ちずる（主任養護教諭） 

■第１学年主任  上田  尊  （理科） 

A 組担任    辻  敦子  （英語） 

B 組担任    十一  真  （国語） 

C 組担任    小野 輝世  （音楽） 

D 組担任    岩下  巧  （数学） 

A/B 副担任   油井 幸子  （保体） 

C/D 副担任   上田  尊  （理科） 

■第２学年主任  吉村 康二  （美術） 

A 組担任    松木 千明  （理科） 

B 組担任    日高  潤  （社会） 

C 組担任     山田 陽子  （英語）  

D 組担任    小林 陽介  （数学）  

A/D 副担任   守屋 玲子  （家庭） 

B/C 副担任   吉村 康二  （美術） 

学年付     齋藤 容子  （英語） 

■第３学年主任  阿久津繁男  （数学）

A 組担任    齊藤 亮介  （保体） 

B 組担任    山下 彩子  （英語） 

C 組担任    阿久津繁男  （数学） 

A 副担任    深澤 晴美  （数学） 

B 副担任    大西正一郎  （国語） 

C 副担任    矢部  薫  （社会） 

■養護教諭    古家ちづる  （養護） 

■非常勤講師   大井 夏子  （国語） 

         猪刈 茂夫  （理科） 

中村 元則  （理科） 

         杉本 直輝  （保体） 

高橋 悦子  （保体） 

 

 

 

■非常勤講師    村田  賢 （技術） 

          友野 珠子 （英語） 

■学力向上支援講師 諏崎 啓美 （数学） 

■学校図書館支援員 岩﨑 晶子（小竹図書館） 

■事 務    反町 直美・松島 美和 

■栄養士          須田  悠 

■スクールカウンセラー   秋山 篤子 

■心のふれあい相談員     瀬川 佳世 

■用 務    大木 恵子・滝沢 英夫 

■施設管理員 我妻 一雄・菊池 勝明 

久代 治安・勅使河原 嘉男 

 

平成２８年度 異動教職員 

■転出者等 

◇塚越 久枝 主任教諭   定年退職  

（非常勤教員 練馬区立大泉北中学校へ） 

◇新井 直臣 教諭     休  職 

◇平山 壽美 非常勤教員  退  職 

◇古谷  香 栄養士（練馬区立中村中学校へ） 

◇関  定良 施設警備員 

（練馬区立仲町小学校へ） 

■転入者 

◇十一  真（主幹教諭） 

目黒区立第八中学校より 

◇須田 悠（栄養士） 

江戸川区立小岩第二中学校より 

◇齋藤 容子（非常勤教員） 

練馬区立谷原中学校より 

◇久代 治安 練馬区立旭丘中学校より  

■新規採用者 

◇大西正一郎（教諭） 

 

転出された教職員の皆様、大変お世話になりました。

ありがとうございました。 

今後のご健勝、ご活躍を祈念しております。 

平成２８年度 学校組織 

この学校だよりは校章にちなみ「すずしろ」としました。校章の由来は、すずしろ（大根）の花は十字花科で大地に

深く根を下ろし、四方に開くことから「開四」を表し、同時に「開拓・発展・完成」を象徴して定められたということ

です。生徒には校章のように大地を踏みしめ、自分の可能性を四方に広げて育ってほしいと願っています。  


