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豊渓中学校防災標語『 冷静に！ どうするべきか 考えよう』

ご入学、ご進級おめでとうございます。

平成 31 年度１学期始業式 式辞

今年のＫ中桜は、春休みに満開を迎えました。とてもきれいで、気持ちが

いいです。いよいよ、平成３１年度が、５月１日からは『令和』という新し

い時代が始まります。皆さん、進級おめでとうございます。新たな気持ちで

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。

はじめに、３年生の皆さん、いよいよ 9 年間の義務教育最終学年として、
また、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、

ボランティア活動など、中心となって取り組んで下さい。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。

次に、２年生の皆さん、中堅学年として 1 年生での経験を生かし、自分を
磨き、成長する時です。３年生を助けて活動すると共に、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、３６名の新入生が入学してきます。 1 学級になりますが、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、良いお手本になって下さい。『良いお手本』とは、「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」「挨拶」「身

だしなみ」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。

豊渓中で夢を膨らませましょう。その夢が実現できるようにしっかりと勉

強して下さい。先生達も頑張る皆さんを応援します。入学式の準備に当たっ

ては、是非 1 年生を思いながら、準備をしてあげて下さい。宜しくお願いし
ます。

結びに、今年は９月にラグビーワールドカップが日本で開催されるのを期

に、明治大学ラグビー部北島忠治元監督の言葉『前へ』を使った言葉を紹介

して終わります。

『One Step Forward（一歩前へ）』です。がんばりましょう。
校長 日下石直美

学校便りやホームページに生徒の作品や諸活動の様子、表彰等を掲載します。氏名や

写真を掲載しますので、不都合がある場合は、早めに担任までお知らせ下さい。

本年度も、ご理解ご協力の程、どうぞ宜しくお願いします。

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！) 》

平成31年4月9日第 1号
練馬区立豊渓中学校

発行：校長 日下石直美
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☆新学期生徒決意表明☆

みなさん、春休みは、楽しく過ごせましたか。今日から新学期が始まりま

す。気持ちを新たにし、何事にも真剣に取り組みましょう。

学習面では、授業に集中して先生の話をよく聞いて、自宅学習では、予習

・復習に取り組むようにしましょう。

生活面では、規則正しく生活をし、係や専門委員の仕事を責任感を持って

行うようにしましょう。

また、学年全体がレベルＵＰするように皆で協力して生活しましょう。２

年生は、これから校外学習とスキー移動教室があります。３年生は、京都・

奈良への修学旅行、そして受験があります。様々な行事があり、毎日やるこ

とがたくさんあると思います。体調管理をしっかりとして、気持ちを引き締

め、一つ一つ丁寧に取り組んでいきましょう。

そして、僕が２年生になってがんばろうと思ったことは、学習面では苦手

な科目を克服できるようにしたいと思います。そのために、家での学習時間

を増やしたり、授業に集中したいと思います。生活面では、家では夜型の生

活を改めて、規則正しい生活を送れるよう努力したいと思います。学校では、

授業と休み時間のメリハリをつけていきたいと思います。

新一年生が入ってくるので、一人ひとりが先輩としての責任と自覚を持っ

て学校生活を送り、後輩の見本となれるような先輩になれるよう努力してい

きましょう。

生徒代表 小嶋琉聖

☆教職員の異動について☆
【退職】 【転入】

日下石直美 校長（定年退職） 日下石直美 再任用校長

加藤 伸作 教諭（定年退職） 社会 矢野小百合 音楽 新規

新宿区立西早稲田中学校 非常勤教員

橋本和歌子 産育休代替教員 保健体育 丸本 明依 産育休代替教員 保健体育

荒川区立南千住第二中学校 新規採用 新規採用

竹内 麻衣 臨時的任用教員 音楽 浅沼 和子 非常勤教員 社会

文京区立金富小学校 産休代替教員 谷原中学校

長谷川薫子 非常勤講師 英語 畑間 浩子 学校栄養補助員

田柄小学校

宇高 和子 非常勤講師 音楽 橋爪 佳子 特別支援教室専門員 新規

風間由希子 学校栄養補助員 宮本 拓実 学校生活支援員

日本体育大学H31.3卒

田口 美樹 学校図書館管理員

横田 啓太 学校生活支援員

安澤 和希 学校生活臨時支援員
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平成３１年度 豊渓中学校校内組織
平成 31年 4月 8日現在

◎学年主任

校長 日下石直美 副校長 眞坂 明子

学校マネジメント強化事業（学校経営補佐） 等々力 泰

分掌主任 相田 真人【教務】 中村 繁【生活指導】 萩原 浩幸【進路指導】

学年 Ａ組担任 Ｂ組担任 副担任

１年 ◎中村 繁（数学）

松本 繭（英語） 丸本 明依（保体）

浅沼 和子（社会）

学年付 等々力 泰（補佐）

２年 ◎佐藤 聖子（国語）

矢野小百合（音楽） 相田 真人（理科）

萩原 浩幸（技術）

学年付 矢島 淳子（養護）

３年 ◎深堀 道彦（数学）

鈴木 光 (保体) 西堀 夏希（英語） 上條 美穂子（美術）

伊藤 光子（国語）

養護 矢島 淳子

（保健主任・食育・アレルギー）

特別支援コーディネーター 矢島 淳子

小中一貫教育連携クリエーター 上條 美穂子

オリパラ教育推進担当 鈴木 光・丸本 明依

いじめ防止推進教師 上條 美穂子

研修（道徳推進教師） 佐藤 聖子

国際理解教育 松本 繭

育児休暇 永田由布（保健体育）

講師 遠藤 美津子（数学） 酒井 由美子（家庭）

スクールカウンセラー 前田 洋士 心のふれあい相談員 高辻 惇

学力向上支援講師（英語） 大塚 優子 特別支援教室専門員 橋爪 佳子

学校生活支援員 宮本 拓実 学校生活臨時支援員 （5月申請予定）

学校図書館管理員 （株）TRC 管理員

都費事務（主任） 平野 由美 区費学校事務補助 松崎 恵美子

学校栄養補助員（食育） 畑間 浩子

平成31年度 学校支援・地域連携 学校支援コーディネーター 芝崎 健二（学校評議員）

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

用務業務委託 （有）日本オルウィッツ 施設管理業務委託 練馬区シルバー人材センター

学校給食委託 （株）ＮＥＣライベックス



- 4 -

平成31年4月(決定版） / 5月予定
日 月 火 水 木 金 土

8 9 10 給食開始 11 12 13
着任式 入学式 特別時間割 特別時間割 午前授業

始業式 新入生保護者会 ③ガイダンス 歯科検診 全校保護者会

入学式準備 ⑤⑥新入生歓迎会 ⑥写真撮影 学級保護者会

小学校入学式

14 15 16 17 18 19 20
朝礼 専門委員会 中央委員会 避難訓練

心臓検診 3 年国学力調査 腎臓検査 1 次

Ｋ中Ｂ開始 Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

21 22 23 24 25 26 27
区議会議 内科検診 眼科検診 ①②身体計測

員選挙 職員会議 ⑥離任式

校内研修会

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

28 29 30 令和元年 5/1 2 3 4
昭和の日 国民の休日 即位の日 国民の休日 憲法記念日 みどりの日

73 回開校記念日
5 6 7 8 9 10 11

こ ど も 振替休日 教育課程説明会 午前授業 専門委員会

の日 部活動保護者説明会 区中学校教育研究会 安全指導

③④生徒総会

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

12 13 14 15 16 17 18
朝礼（生徒会） ①運動会練習

中央委員会 職員会議

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

19 20 21 22 23 24 25
③④運動会練習 ①～④運動会 運動会

避難訓練 予行

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

26 27 28 29 30 31
振替休日 運動会予備日

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

※（ＳＣ）前田スクールカウンセラー、（Ｔ）高辻相談員の勤務は、後日通知します。


