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☆平成 28 年度着任式☆
【育休復帰】

大矢 由季先生（英語）、藤木真理子先生（美術）

【転入】

伊藤 光子先生（国語：非常勤教員）開進第一中学校

前田喜久子先生（英語：学力向上支援講師）三原台中学校

宜しくお願いします。

【ご退職・ご転出】

祖母井千秋先生（英語：産育休代替教員）練馬区立旭丘中学校新規採用

内海 由江先生（英語：学力向上支援講師）練馬区立大泉学園中学校

古庄 はな先生（美術：産育休代替教員）

尾崎多美穂先生（国語：非常勤講師）

佐藤亜香里さん（学校生活臨時支援員）

お世話になりました。益々のご健勝、ご活躍をお祈りします。

☆平成 28 年度 1 学期始業式 校長式辞☆

豊渓中学校、新 2 年、新 3 年の皆さん、おはようございます。
桜吹雪の舞う中、今日はどきどきしながら登校したのではないでしょうか。新しいク

ラスと先生が決まり、いよいよ、今日から平成２８年度が始まります。学校は、今年、

開校 70 年を迎えます。来年には、 70 周年記念行事を開催する予定です。また、新たな
三学期制が始まります。改めて、皆さん、進級おめでとうございます。決意も新たに始

業式に臨んでいることと思います。元気に登校してくれたことを嬉しく思います。

さて、３年生は、いよいよ 9 年間の義務教育最終学年として、また、豊渓中学校の最
上級生としての自覚を持って、学校行事、生徒会行事、部活動などの中心となって積極

的に取り組んで下さい。と同時に、自分の将来に関わる「進路の決定」という大きな目

標を成し遂げなければなりません。それぞれの目標に向かって、努力を続けて下さい。

２年生の皆さんは、中堅学年として自分を磨き、充実させる時です。３年生を助けて

活動すると共に、明日入学してくる１年生にも一年先輩として、優しく接して下さい。

新入生は、何も分からないと思います。豊渓中学校の１年間を左右する重要な役目は、

２年生にかかっています。期待しています。

さて、明日の入学式には、５０名の新入生が入学してきます。新入生は２年生・３年

生をお手本にして中学校生活を始めます。先輩として皆さんは、良いお手本になるよう

行動して下さい。『良いお手本』とは、どういったことでしょうか？それは、「当たり

前のことが、当たり前にできる。」ということです。「登下校の歩き方」「気持ちのこも

った挨拶。」「服装。」「安全を意識した行動」「人との接し方」これらは、皆さんがいつ

もきちんとやっていることなのです。今日は、入学式の準備も行います。是非、新入生

を思いながら、準備してあげて下さい。宜しくお願いします。

最後に、夢を膨らませ、その夢が実現できるようにしっかりと勉強して欲しいと思い

ます。先生達も頑張る皆さんをしっかり応援します。一緒に頑張りましょう。 ４／６
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☆新たな一年の決意☆

春休みを終えた私達は、新しい教室を迎え、スタートにたち

ました。また、一つ学年が上がって目立つ所で頑張るだけでは

なく、陰で支え、そして後輩を育てる立場で見守れる先輩にな

って欲しいと思います。

自分自身を成長させる学習と経験をしっかり進めていくこと

で、今ここにいる豊渓中の生徒として自覚を持って進んで欲し

いと思います。

私自身 3 年生になって部活も残り何ヶ月かになり、また行事に励むのも最後です。そ
のため、辛いことや葛藤も覚悟しつつ自分の挑戦を経験にしていきたいです。そのため

に納得のいく一日を送り、この一年、少しでも成長できるよう努力していきたいと思い

ます。

平成 28 年 4 月 6 日 生徒代表 猪上 結衣

【相談室について】
スクールカウンセラー（前田 洋士ＳＣ）、心のふれあい相談員 （大久保美和相談員）の

お二人が配置されています。

前田スクールカウンセラーの勤務日は、【水曜日】９：３０～１６：３０

大久保相談員 の勤務日は、【金曜日】９：３０～１６：３０

相談室予約専用電話 ０９０－４９２４－２０９０

※詳細は、後日、相談室便りが配布されますので、お読み下さい。

【写真や個人名、作文、作品等の掲載について】

学校便りやホームページに、学校生活、各種検定合格者、作品展出品者、入賞者など
生徒たちの努力や成果を掲載する予定です。掲載の可否についてお伺いをさせていただ
いております。ご回答、宜しくお願いします。

【時程表について】

時程表 当日の欠席や遅刻等の連絡方法

予鈴 ８：１５
朝礼・朝の会 ８：２５ ～ ８：３０ ８：１５までに保護者の方が、
朝読書 ８：３０ ～ ８：４０ 電話で連絡をお願いします。
１校時 ８：４５ ～ ９：３５ 学校電話 ３９３９－０２４５
２校時 ９：４５ ～ １０：３５
３校時 １０：４５ ～ １１：３５ 職員打合せが８：１５に始まりま
４校時 １１：４５ ～ １２：３５ すのでご協力をお願いしま
給食準備 １２：３５ ～ １２：４５ す。
給食 １２：４５ ～ １３：０５ ５時間授業の時
昼休み １３：０５ ～ １３：２５ 帰りの会 １４：２５～１４：３０
５校時 １３：３０ ～ １４：２０ 清掃 １４：３０～１４：４５
６校時 １４：３０ ～ １５：２０ 下校 １４：４５
帰りの会 １５：２５ ～ １５：３０
清掃 １５：３０ ～ １５：４５
下校 １５：４５ 最終下校時間

３月～１０月 18:30
１１月～ ２月 18:00
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平成２８年度教職員組織

【 】分掌主任 ◎学年主任 ○主 主任教諭

校長 日下石直美 副校長 代市 利光

分掌主任 主幹教諭 主幹教諭 主幹教諭

相田 真人【教務】中村 繁【生活指導】近江美奈子【進路指導】

学年 Ａ組担任 Ｂ組担任 副担任

１年 佐藤 聖子（国語） ◎中村 繁（数学） 相田 真人（理科）

藤木真理子（美術）

仲山 義秀（理科）

２年 伊澤 由布 有馬 勇人（英語） ◎加藤 伸作（社会）

（保健体育） ○主 萩原 浩幸（技術）

矢島 淳子（養護）学年付

３年 ○主 宮崎喜代人 近江美奈子（音楽） ◎○主 深堀 道彦（数学）

（保健体育） 大矢 由季（英語）

伊藤 光子（国語）

養護（保健主任・食育） 主任養護教諭 矢島 淳子

非常勤教諭 仲山 義秀 伊藤 光子

特別支援コーディネーター 近江美奈子

非常勤講師 遠藤美津子（数学） 長谷川薫子（英語）

酒井由美子（家庭）

学力向上支援講師 前田喜久子（英語）

心のふれあい相談員 大久保美和(金) スクールカウンセラー 前田 洋士(水)

学校生活臨時支援員 （未配置） 学校図書館支援員 升 貴子

事務主事 遠藤 利昭 事務補助員 原口 直子

給食栄養補助員 風間由希子

○新 平成 28 年度 学校支援・地域連携推進校 芝崎 健二（学校評議員）

学校支援コーディネーター

学校医 （内 科） 麦島 清純 （眼科） 高 英美

（耳鼻咽喉科）鈴木 伸弘 （歯科） 中村 直己

（薬剤師） 三谷 絵美【H28.4.1より】

用務業務委託 （有）日本オルウィッツ

給食調理業務 （株）ＮＥＣライベックス

施設管理業務委託 練馬区シルバー人材センター



- 4 -

平成28年4月(決定版） / （5月・6月一部)の予定
日 月 火 水 木 金 土

1 2
平成 28 年度

3 4 5 6 7 8 9
春季休業日終 平成 28 年度 平成 28 年度 ③ガイダンス

始業式 入学式 ⑤⑥歓迎会

入学式準備 新 入 生 保 護 者 給食開始

会 安全指導

10 11 12 13 14 15 16
朝礼 職員会議 1 年 ・ 他 心 臓 検 全校保護者会

教科オリエン 診 13： 30 ～
テーション

⑤⑥個人写真

17 18 19 20 21 22 23
3 年国学力調査 専門委員会 中央委員会 ⑤⑥安全教室

ｽｹｱｰﾄﾞｽﾄﾚｰﾄ

PTA 委員総会

PTA 運営委員会

24 25 26 27 28 29 30
避難訓練 ①②身体計測 昭和の日

身体計測準備 ⑥離任式

5/1 2 3 4 5 6 7
第 70 回 朝礼(生徒会) 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 安全指導

開 校 記 ⑤⑥生徒総会 ⑥教育課程説明会

念日 兼部活動保護者会

Ｋ中Ｂ

8 9 10 11 12 13 14
①全体練習 午前授業 眼科検診 13:30~

耳鼻科検診 9:30~ PTA 定期総会
区中研一斉部会 PTA 運営委員会

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

15 16 17 18 19 20 21
教育実習始 職員会議 ⑥結団式 第 70 回
③④全体練習 前日準備 運動会

内科検診予備日

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

22 23 24 25 26 27 28
振替休業日 運動会予備日 専門委員会 避難訓練

校内研修会

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

29 30 31 6/1 2 3 4
中央委員会 3 年区学力調査 教育実習終

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

※①～⑥は、何校時目かを表します。

原則、月曜日以外は、Ｋ中Ｂ（ベーシック）＝放課後補習教室を開催します。

原則、 6 月から第 2 土曜日は、③校時まで授業を行います。（ 8 月・ 2 月・ 3 月を除く）


