
 

 

 

 

 

 

 

 

 １１月を迎えました。３日は「文化の日」

でしたが、この日は日本国憲法が公布された

日であり、祝日に関する法律では「自由と平

和を愛し、文化をすすめる」という日として

定められています。文化勲章が贈られたり、

文化庁を中心に芸術祭が開かれたりします。  

本校でも１０月２９日に文化発表会を開催

し、多数の保護者・地域の方などに参観して

いただきました。本当にありがとうございま

した。 

 さて、先日「国語に関する世論調査」（文化

庁）の結果が公表されました。これは日本人

の国語に関する意識や理解の現状について調

査し、国語教育等に生かすための調査で、毎

年、内容を変えて実施しており、昨年度は１

６歳以上の男女２千人から回答を得ています。 

まず「美しい日本語」があるかという問い

では、90％以上が「あると思う」と回答し、

１１の選択肢の中で「思いやりのある言葉」

「挨拶の言葉」「季節の移り変わりを表す言葉」

が上位を占めました。 

また、「心と心を結ぶ言葉の大切さを感じる

時」では、「地域や職場で気持ちよく挨拶をし

合う時」が 50％と最も多く、次いで「山道な

どで『こんにちは』などと声を掛け合う時」

（40％）、「相手と話し合い十分理解し合えた

時」（35％）が選ばれました。そして、「仲間

から『無理しないで』と気遣われた時」「季節

の挨拶や安否を気遣う手紙をもらった時」

「『大丈夫、気にしないで』と気遣われた時」

が４～６ポイント増加したということでした。 

次に、「敬語はどうあるべきか」では「伝統

的な美しい日本語として、豊かな表現が大切

にされるべき」が 64％で「新時代にふさわし

く簡単であるべき」の 26％を上回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間地域連携防災訓練の様子 

そして、「情報化の中でのコミュニケーショ

ン」の項目では、「友人とのやりとりの方法」

について、「携帯電話（ｽﾏﾎ含む）」が 70％と

最も多く、「相手と直接会う」（61％）「電子メ

ール等文字のやりとり」（47％）と続きました。

また、「電子メール」の利用を 30 代以下に限

定すると実に 70％がコミュニケーションや

りとりに活用しているという結果でした。 

携帯電話やスマートフォンでの会話やメー

ルが人間同士のコミュニケーション、対話の

主流になりつつある現在、「美しい日本語」が

「思いやりの言葉」であったり、「心と心を結

ぶ言葉の大切さを感じる時」が、「地域や職場

で気持ちよく挨拶をし合う時」、「相手と話し

合い十分理解し合えた時」であったりするの

は、改めて相手と直接顔を合わせて挨拶する

ことや会話をすることが、人間関係作りには

欠かせないということを表しているのではな

いかと考えます。日本語の特徴でもある「敬

語」を大切にするのも、相手意識をもち、大

切に考える日本人の心の表れだと思います。  

今月は「ふれあい月間」です。気持ちよい

１日を始めるために、朝の挨拶を大切にする

とともに、学級や部活等の様々な活動の中で

生徒同士積極的に話し、会話をとおして人間

関係を深めて友情の輪を広げてほしいと思い

ます。SNS 開進四中ルールについても自己点

検をしてみましょう。 

開進第四中学校だより 

校長 新 村 紀 昭  ～開拓・発展・完成～ 

 

１１月 第８号 

平 成 2 8 年 1 1 月 7 日 

コミュニケーションについて 

     国語に関する世論調査から 

 

 



  

 

２学年ではキャリア教育の一環として２日間の職場体験を 

行っています。今年度は１０月１８日と１９日の２日間、49 

の事業所の協力をいただき実施しました。 

  ７月の職場体験先の希望職種アンケートでは、生徒にとっ 

て身近な職業である販売業と幼児教育を希望する生徒が多く、 

全体の半数を占めました。夏期休業中に職場体験の受け入れ 

先を確保し、９月に体験先を決定、体験当日に向けて準備を 

進めました。準備の中で｢職場体験マナー講座｣と題して池袋ハローワークの方を招へいし、職場で

の挨拶の仕方やマナー、中学校時代に身に付けておくべきこと等、仕事をする上で大切なことを教

えていただきました。そして１０月５日に体験先の事業所に出向き、挨拶と当日の打ち合わせを行

い、当日を迎えました。体験１日目は各事業所で緊張して働いていた生徒達も、帰校後はほっとし

た様子で事業所での仕事について興奮気味に話してくれました。２日目は仕事に慣れたのか、ある

いは疲れたのか落ち着いた様子で帰校していました。生徒達は体験を通して、働くことの大変さや

楽しさだけでなく、自ら積極的に動くことの大切さや周囲への気遣い等も学ぶことができたようで、

大変有意義な２日間を過ごすことができたようです。今回職場体験でお世話になった事業所の方々

の恩に報いるためにも、この体験で得たことを日頃の生活の中で活かしていってほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タリーズコーヒー江古田店の皆さまへ          ２年Ｄ組 小野塚 陽美 

職場体験の２日間は大変お世話になりました。行ったことのないお店で、さらに知らない大人の

方々やお客さんに接することにとても緊張し、中学生の私がこんなところで失敗したり羽目を外し

てしまったりしたらどうしようという不安感が、前日からぐるぐると私の中で渦巻いていました。

「笑顔で対応しないと」という心掛けや「責任を感じて機敏に動こう」と思っていながらも、知ら

ない事や分からない物があふれていて、１日目は指示された仕事をこなすことに精一杯でした。特

にレジ打ちは難関で、皿洗いやラウンドなど間接的にお客さんに関わる仕事ではなく、面と向かっ

てお客さんに対応する、そしてお金を扱うという現実への責任と不安感で押しつぶされそうでした。

「レジ前に来ないでくれ！」お店の前を通る人にさえ膨大な存在感を感じて、いざ接待するときは

職場体験活動を終えて             キャリア教育担当主幹教諭 守屋 玲子 

 

 

＜ご協力いただいた職場体験先＞ 順不同敬称略 

平和台アバンセ、小茂根の郷、グループホームゆりの花・羽沢、北里楽器、とくまる動物病院  

コジマ（ペットショップ）、光が丘動物病院、コモディイイダ東新町店・上板橋店、西友練馬店  

ライフ新桜台店・ココネリ練馬駅前店、ＯＫストア小茂根店、スーパーひばり、イオン板橋店  

サミット氷川台駅前店、ジョナサン小竹向原店、サイゼリア上板橋店、デニーズ中村橋店  

タリーズコーヒー江古田店、マクドナルド桜台駅前店、ファミリーマート羽沢３丁目店  

サンクス氷川台店、Ｐ－ＷＯＳＨ、西京信用金庫氷川台支店、三菱東京 UFJ 銀行江古田支店、

トップインドアステージ、東京ドルフィンクラブ桜台スイミングスクール、ホテルカデンツｧ光

が丘、（有）赤い屋根 内田園芸、エコファームヨシダ、美容院エキスパート上板橋店・椎名町店  

クレス東武練馬店・早宮店、力行幼稚園、神の教会保育園、武蔵野音楽大学付属第二幼稚園  

茂呂塾保育園、ふたば幼稚園、信愛学舎みどり幼稚園、練馬消防署、区立桜台第二保育園、区立

氷川台第二保育園、区立氷川台保育園、区立平和台保育園、区立平和台児童館、区立平和台体育

館、区立開進第四小学校 

 



言葉遣いやホットかアイスか、テイクアウトか店内かを訊くほどに、胸を張れるような自信をもつ

ことができませんでした。その反面、皿洗いはすごく楽しかったです。裏作業で一人なので少しは

緊張をほぐすこともでき、気を落ち着かせながら働くことができました。ラウンドの仕事も、どん

なお客様が来るのか見ることができて、このお店の色々なことを知ることができて楽しかったです。 

２日目は前日の仕事に加えてケーキのパック詰めやシール、コーヒードリップの方法やカフェラ

テとカフェオレの違いを丁寧に教えていただき、とてもためになりました。お店の方々もとても親

切に接してくださり、分からないことを訊くことや仕事の報告も積極的にできました。そして積極

的にできたからこそ、「もっとスムーズに仕事をして指示が出なくても自主的に自分の役割を果たし

てみたいと思うことができました。 

働くことの責任と楽しさを知ることができ、更に「積極的に仕事ができるのはとても気持ちのよい

ものなんだなぁ」と自分自身が感じることができた、すごく充実した２日間でした。この２日間の

職場体験で学んだことを活かして、自分の将来や進路について考えてみようと思います。本当にあ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舞台発表では各学年が校外学習や修学旅行に関するまとめの発表を行いました。事後学習の優秀

班の発表、演劇、クイズなどを織り交ぜ、工夫を凝らした内容でした。若者の投票率の向上をテー

マに行われた練馬子ども議会の発表、３年生の仮引退の場でもあった吹奏学部の演奏、感染症につ

いての保健委員会の発表、英語のスピーチでスタートした海外派遣生の発表など、大変充実した舞

台発表となりました。 

新校舎での初めての展示では生徒が担当教員と相談しながらレイアウトを考え、当日を迎えまし

た。日頃の授業や総合的学習、部活動での取り組みが展示されました。 

本年も保護者、地域の方など、多くの方にお越しいただき、ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化発表会を終えて                   文化発表会担当 日高 潤 

 

 

 

   

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい月間 ～いじめ防止強化月間～ 

人権やいじめについては一生涯にわたり考えるべきことですが、未然防止や早期発見に向けた強化

月間として、本校ではアンケート調査や相談活動、いじめ防止標語募集などを実施しています。不用

意なささいな一言が相手を傷つけてしまうこともあります。この機会に自分の言動を振り返り、常に

「いじめは決して許されない人権侵害だ」と考え、生活してほしいと考えます。今年も朝礼で話しま

したが「するを許さず、されるを責めず、いじめに第三者なし」です。ご家庭でも気になることがあ

れば、すぐに担任や生活指導担当（松木主幹教諭）、校長、副校長などへご連絡・ご相談ください。 

また、11 月は児童虐待防止月間です。あわせてよろしくお願いします。  

☆部活動大会結果 躍動する開四中生！！ 

■野球部 練馬区秋季大会 ベスト８ 開一０－６開四 光二１－６開四 石神井７－０開四       

多摩武蔵杯予選リーグ 国分寺一０－10 開四 三鷹四０－７開四 小金井一０－９開四 

■サッカー部 練馬区新人大会決勝Ｔ 開三１－２開四 都大泉０－１開四  

準決：石神井１－０開四 ３決：開一１－０開四   ブロック大会進出！ 

■陸上競技部 東京都中学校支部対抗大会 １年男子 100mＨ 第３位 鈴木 響（15”59） 

        ３年男子 100mJH 鈴木柚二（17”96） １年女子 100mＨ 青木真琴（18”40） 

１年男子 400Ｒ 鈴木響・長谷川超・島村尚希・印南佐介（49”96） 

■バスケットボール部 練馬区新人大会  

◇男子 大泉 125－29 開四中  ◇女子 大西５９－３５開四 

■女子バレーボール部 区新人大会決勝Ｌ 石東０－２開四 大北０－２開四 学園２－１開四 

第３ブロック大会 練馬 0-2 開四 中瀬 0-2 開四 中野五 0-2 開四 都大会出場決定！ 

■バドミントン部 区新人大会団体男子 貫井 0-2 開四 北町 0-2 開四 旭丘 2-0 開四 

３決：開一 2-1 開四 

第３ブロック大会＜５位決定戦＞神明中 1-2 開四 練馬東 0-2 開四 都大会出場決定！ 

区新人大会団体女子 開二 0-2 開四 中村 2-0 開四 ベスト 16 

個人戦（ダブルス）橘駿太・立川駿 光一 0-1 開四 開二 0-1 開四  

大泉二 0-2 開四 開一 2-0 開四 練馬東 2-0 開四 ベスト８          

■剣道部 桜台地区剣道大会 個人戦男子３年の部 第２位 梁本晶大 

区秋季大会女子団体 準決：田柄２－３開四 決勝：開三５－０開四 都大会出場決定！ 

第３ブロック秋季大会女子団体 立教女学院 2-3開四 新渡戸文 2-3開四 國久我山 4-1開四 

■新体操 板橋区ジュニア学年別大会  

◇ロープ１位：益子美希（２）竹田麻織（１） ２位：高橋 萌（２）北村優羽（１） 

３位：野瀬小乃葉  ◇フープ２位：栗原希空（１） ３位：池田紗和（１）  

◇リボン１位：和山菜々美（１） ２位：岡本彩夏（２）星野奈々華（１） 

３位：長谷川 愛（２） ◇クラブ２位：篠山美咲（１） 

☆各種コンクール入賞 

■『子どもエコ・コンクール』優秀賞「こんな星宇宙にないでしょ」 高松里和 

■中学生の「税についての作文」 後藤麻友 夛田麟太郎 

■練馬区感想文コンクール入賞（都のコンクールへ）「『西の魔女が死んだ』を読んで」渡邊 蒼 

夜間地域連携防災訓練 

 １０月８日（土）本校体育館で４回目となる避難拠点要員の皆様と共催の夜間地域連携避難

訓練を実施しました。今、日本は地殻運動の活発な時期に入っているのか、全国で連続して地

震が発生し、危機感をもち危険回避能力を高めることが重要だと考えます。本校は「ボランテ

ィアマインドの醸成」という課題で東京都よりオリンピック・パラリンピック教育重点校の指

定を受けており、約 50 名の生徒が参加して地域の避難拠点要員の方とともに避難所設営の準備

や炊き出しを手伝い、段ボールを活用した仕切やテーブル、新聞紙を使ったスリッパ作りを避

難者とともに作成しました。今後もご支援・ご指導をよろしくお願いします。  


