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豊渓中学校防災標語『忘れない 人とのきずな 命づな』
作：伊藤姫花

☆弥生（やよい）三月☆

令和元年度も最後の月となりました。都立入試の合格発表が
待たれる 3 月 2 日（月）、急遽臨時休業が始まりました。本校 3

年生は、皆進路が決定するに至り、その後の進路事務も粛々と行うことができまし
た。学校からの様々な対応に、生徒諸君や保護者の皆様には、ご心配をおかけして
おります。本日の卒業式、 25 日の修了式は、地域の皆様のご来臨が叶わず大変遺憾
ではございますが、実施いたします。
本年度最後のイベントである校内作品展は、小中一貫教育実践校の旭町小生の参

観はできませんでしたが、保護者の皆様、学校評議員の皆様にはご覧いただくこと
ができて安堵しております。 16 日の参集日は、普段通りの学校の様子でした。学校
は、生徒たちがいないと寂しいものです。つくづく実感しました。課題を出しまし
たが、日々健康で、安全に過ごし、 4 月 6 日の始業式を迎えられればと祈っており
ます。
表題の「弥生」は、陰暦で三月のこと。（いやおい）が変化したものとされる。

弥（いや）は、「いよいよ」「ますます」などの意味。生（おい）は、「生い茂る」
と使われるように草木が芽吹くことを意味する。草木が段々芽吹く月であることか
ら弥生となった。とも云われています。＝語源由来辞典より引用。
学校は、梅から桜にバトンがつながったようで、花が咲き出しました。こんな時

ですが、生徒たちには、締め括りに相応しい月にして欲しいと願っています。
PTA 活動も定期総会で一区切りとなるはずが、書面総会となりました。原田会長

様をはじめ、各委員会の皆様、ボランティア参加の皆様には、ご多用の中、各学年
の活動はもちろん、教職員にもお気遣いを頂きました。『全ては子ども達のために』
という PTA 活動の温かい思いが満ち溢れていました。大変感謝しております。
町会の皆様、にこにこボランティア支援の皆様、青少年育成第六地区委員会の皆

様、光が丘警察署スクールサポーターの皆様、関係機
関の皆様にも改めて感謝申し上げます。
生徒たちのことを思い、常に見守り、活動の場を提

供して頂きました。今後とも宜しくお願い致します。
校長 日下石直美

☆ 4 月当初の予定☆

日 月 火 水 木 金 土
4/1 2 3 4

春季休業中 職員準備出勤

5 6 7 8 給食開始 9 10 11
春 季 休 始業式 入学式 ①②学活 特別時間割 午前授業
業日終 平常登校 10 時開式 ③ガイダンス 午後

④学活 全校保護者会
⑤⑥歓迎会

在校生の保護者様
3/23 以降、新型コロナウィルス対応により、当初の予定が変更になる
場合もありますので、練馬区や学校からの連絡には、ご注意願います。

令和2年3月19日第 11 号
練馬区立豊渓中学校

発行：校長 日下石直美

教育目標『健康で心豊か そして よく学ぶ人』

豊渓中だより
《 One Step Forward (一歩前へ！) 》
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《 PTA 会長祝辞》
３年生の皆さん、卒業おめでとうございます。ＰＴＡを代表して
お祝いの挨拶を申し上げます。
皆さんとは３年前の入学式で初めて会いましたね。とても初々し
い姿が思い出されます。新入生代表で挨拶をした林さんは幼稚園児
だった頃を知っているので、立派に成長した姿を見られてうれしか
ったです。そして、堂々とした挨拶。感動しました。
さて、インターネットの普及で色々な情報が簡単に調べられるよ
うになりました。とても便利ですが、近ごろは意図的に虚偽の情報
を流す、所謂フェイクニュースが横行しています。本来は多くの情
報の中から自らが判断するべきなのですが、一つの意見に全員が傾
く傾向が見られる様になっています。現在の社会は全てが二極化し
ているように感じます。互いの意見を話し合い最善の方法を模索せ
ず、反対意見を持つ人達の批判ばかりしています。それが直接顔を
合わせず出来るインターネットでやるため、どんどんと過激になっ
ていきます。皆さんにはぜひ情報をしっかり判断して自分の意見を
しっかり持てる人になって欲しいと思います。進学に伴い新たな出
会いがあるでしょう。一生の友が見つかるかもしれません。直接顔
を合わせてコミュニケーションをとることをしてくださいね。ＳＮ
Ｓは他人を傷つけるためのものではありません。有意義に利用して
ください。
自分自身が中学生だったころを思い出してみました。あの頃、将
来の職業について全く定まっていませんでした。考えてもいなかっ
た、の方が正しい表現かな。将来の目標が見つかっている人は、そ
れに向かって大いに努力してください。まだ見つかっていない人は
これから大いに悩んで、一生涯追い求められる何かを見つけて欲し
いと思います。応援していますよ。
教職員の皆さん、三年間大変お世話になりました。学年の枠を超
えすべての先生に指導いただきました。本当に感謝申し上げます。
地域の皆さん、今まで子ども達を見守っていただき感謝します。
来年度からは私もみなさんと共に子ども達を見守っていく立場にな
ります。よろしくお願いします。
保護者の皆さん、色々な思いが交錯していることと思います。本
日をもって中学生の保護者を卒業の方もいらっしゃるでしょう。本
日は誠におめでとうございます。また、私事ですが、４年間務めた
ＰＴＡ会長を今年度で退きます。行き届かないところがあったかと
思いますが、歴代役員をはじめすべての会員の皆さんに感謝します。

大きく羽ばたく巣立ちの日に立ち会えたことを光栄に思います。

令和２年３月１９日
練馬区立豊渓中学校ＰＴＡ会長 原田 幸德
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《校長式辞》

開校７０周年記念花壇の芝桜が咲き始めました。見渡せば、学校の桜も少し
づつ咲き始めています。
今日ここに、練馬区立豊渓中学校第７３回卒業式が挙行できますことを、生

徒諸君はもとより、保護者の皆様も安堵していることと拝察いたします。
ただ今、一人一人に卒業証書を手渡しました。豊渓中学校を卒業していく四

十九名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。保護者の皆様、かけがえのな
い大切なお子様が、無事、中学校三年間、そして九年間の義務教育の課程を修
了し、新たに歩み始めますことを、心よりお祝い申し上げます。
練馬区長前川耀男様からのお祝いの言葉は、２・３年生の玄関前に掲示して

いますので、ご覧ください。
さて、新型コロナウィルス感染症が世界的流行と表明され、その対応は、学

校生活にも求められました。皆さんは、進路が決定し、卒業に向かって、一段
と成長する時でしたが、今日の姿を見て安心しました。大変立派です。
日々、感謝の気持ちを持ち、挨拶を忘れず、健康第一で、頑張ってください。

この後の話は、印刷物に代えさせていただきます。終わります。

卒業という節目に当たり、はなむけの話として、公益社団法人ＡＣジャパン
全国キャンペーン「２０２０年に向け、日本を考えよう」というテーマの四作
目。国際交流をテーマにした『認め合うことが、チカラになる。』という作品
を紹介します。
『落語って、海外でも通用する笑いだと思います。文化をリスペクトする人

がいる。人類のためにこの漆文化、残してほしい。未来を想う人がいる。性別
や国に関係なく、尊敬しあうことが非常に大切です。認め合うことが、チカラ
になる。２０２０年、日本を考えよう。』
伝統を大切にする想いはいま、国境を越えて受け継がれています。伝統をリ

スペクトし、受け継ぐことを決めた外国人の方々と、その方々を受け入れ、と
もに歩む人々。お互いの価値観を尊重し合う人々の姿をとおして、多様性を大
事にして、認め合うことが未来を切り拓いていくチカラになる、という前向き
なメッセージです。
このテーマに出合い、保護者の皆様のご協力を頂いて、ＴＧＧ東京英語村を

二回も体験させることができました。区内では、全校生徒が参加するのは、豊
渓中だけという、注目を集めています。次は、その成果を皆さんの頑張りをも
って検証していかねばなりません。
また、 ICT環境整備推進協力校として、練馬区教育委員会の全面的なバック

アップのもと、タブレット型パソコンの活用にも取り組んでもらいました。本
校は、次年度その取り組みや成果を発表することになっています。
ますます身近になる国際社会の中で、皆さんは、様々な経験を生かして「な

くてはならない国際人になる」のです。
豊渓中は、地域と共に歩む学校です。家族との絆、友人との絆、地域との絆

を大切にして、ボランティアマインドを自分自身で育てていってください。２
０２０年、皆さんは、中学校を卒業します。それぞれの場所で、成長されるこ
とを願っています。そして、東京地域未来塾の講師として後輩達のために力を
貸して下さい。
結びに、この三年間、健康であったか、心豊かであったか、そして、よく学

んだか、振り返って下さい。「ONE STEP FORWARD」夢を持って歩んでいって下
さい。皆さんには、たくさんの出会いが待っています。
卒業生の前途を祝し、式辞といたします。

令和２年３月１９日
練馬区立豊渓中学校長 日下石直美
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【表彰等の記録】

１．第１１回中学生「東京駅伝大会」
記録賞 男子１区(2.195㎞ ) 記録7分 7秒 三宅 亮

第７２回練馬区民体育大会ロードレース競技
３㎞ 中学2～ 3年男子の部 第１位 10分 15秒 三宅 亮

２．防災標語コンクール
伊藤 姫花「忘れない 人とのきずな 命づな」

３. 第２２回 長塚節文学賞 入賞
下山 椋汰
「空見れば飛行機雲が一筋に するどく線をぼくもつくろう」

小嶋 琉聖
「ふうりんがちりんちりんと歌ってる 夏しか聞けないすずしい歌は」

大﨑 橙子
「ありがとう 言われたときはうきうきと 心と体が舞い踊ってる」

４．漢字検定
３級 １年 谷口 真帆 ２年 冨沢 静流 ３年 橋本拓希
４級 １年 熊木 朝美 広橋 歩
５級 １年 十物 宗大

５．第６９回東京都公美展 （学校だより９号に記載）

６．バスケットボール冬季研修大会
優秀選手賞 成田 樹憂斗 篠原 桜萌 田口 優月

７．練馬区読書感想文コンクール 佳作 荒木 心香

８ .練馬区生徒表彰
橋本 拓希（野球） 長瀬 稜典（野球） 鈴木 里菜(水泳 )

９．体育優良生徒
橋本 拓希 前田 珠希

１０．産業教育奨励賞 ※東京都産業教育振興会より
篠原 力太 阪本 理子


