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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』

☆2学期始業式☆
「おはようございます」 34 日間の夏休みが終わり、２学期が始まりました。
夏休みに入る前、「事故無く、ケガ無く、トラブルなく、楽しかったなと思える

夏休みにしてください。 2 学期始業式には、元気な心と身体をもって会いたいと思
います。」と話しました。こうして皆さんも元気に登校してくれたことをとても嬉
しく思います。
夏休み中の学校では、いくつかの工事がありました。１つは、 1 年生昇降口の床

面を補修しました。２つめは、教室に据え置き型のプロジェクター、マグネット式
スクリーン、実物投影器、タブレット型パソコンが配備されました。その内、タブ
レット型パソコンは、 3 月までの期間限定ですが、次年度に向けた実践校として授
業で活用することで、他の学校の参考になっていきます。皆さんの取り組みは、教
育委員会にも報告されます。頑張って取り組み、機器は大事に扱いましょう。
夏休みはどうだったでしょうか？ 1 年生は岩井臨海学校を成功させました。吹奏

楽部はコンクールで銅賞を受賞。運動部は夏季大会、区民大会、都大会にそれぞれ
出場し、日頃の練習の成果を大いに発揮してくれました。海外派遣、子ども議会も
しっかり取り組んでくれました。
人は、何かをやろうとする時、目標を立てます。その目標に向かって努力するこ

とは大変で、辛いこともあります。例えば、高校野球でも甲子園優勝を目標に辛い
練習をしながら地区予選に臨み、結局 1 回も負けずに勝ち残った学校は、全国 3,730
校の内のたった 1 校だけです。結果は後から付いてきます。そこに行くまでの努力
やがんばりが、人を成長させてくれるのではないでしょうか。
さて、 3 年生は修学旅行があります。また、高校の文化祭や説明会に出かける機

会が増えるでしょう。いよいよ進路に向けて具体的な取り組みが始まります。 2 年
生は、学校の中心となって活躍する場面が増えてきます。 1 年生も遠足が待ってい
ます。皆で『ワンステップ フォワード（一歩前に進みましょう）』。
最後に１つお願いがあります。 10 月 20 日（日）旭町小学校で広場の祭典があり

ます。にこにこボランティアに所属している人はもちろんですが、多くのボランテ
ィアが必要ですので是非参加をお願いします。

校長 日下石直美

☆2学期の抱負☆

皆さん、一学期が終わり二学期がスタートしました。一学期の大きな行事では、
運動会などがありました。 1 年生は、ようやく学校に慣れてきた頃で、二年生は校
外学習などでよい体験をしたと思います。３年生は、受験生らしく、授業に集中し
て取り組んでいました。専門委員会や中央委員会では、一人一人が自分の意見を持
ち、話し合いができていて、とても良かったっと思います。このようなことから、
有意義な一学期だったのではないでしょうか。
これから１年生は遠足に行き、２年生はライフプランニング授業があります。３

年生は修学旅行に行き、大きな行事では、文化発表会などがあります。私は、三年
間の集大成として色々なことを積極的に取り組んでいきたいと思っています。そし
て私は、悔いの残らないようにするために受験に向けて一生懸命勉強をする二学期
にしたいと思います。皆さんも、二学期を意欲的に過ごして行きましょう。

３年 橋本健吾

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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☆海外派遣出発式☆
（本校代表の阪本さんが、出発式総代として挨拶を行いましたので、紹介します）

今日、私達練馬区立中学校生徒海外派遣生６６名は、つ
いに出発の日を迎えました。派遣生の皆さんは、今、どん
な思いでいますか。何もかもが初めてのことで不安や緊張
もあるのではないでしょうか。
でも私達には、「絆、感謝、交流、未来～令和へ繋げる練

馬のレガシー～」というスローガンにもあるように、海外
派遣の仲間との研修会を通じて築いた絆があります。信頼
関係を深めていくにつれ、パーティーの準備の話し合いが
活発になり、ソーラン節はより腰を落として声が大きくな
っていきました。自分たちの練馬区代表としての自覚が備
わってきたのだと思います。この自覚を持ち、オーストラ
リアでは、責任をもって行動していきましょう。
私は、オーストラリアのホストファミリーや現地の学校

での出会いがとても楽しみです。なぜなら、事前研修での
事前学習発表会がオーストラリアと練馬の特徴や文化をよ

く知るいい機会となったからです。また、英会話研修で ALT の方と英会話の練習を
し、言葉がわからなくても身振り手振りで伝えることも大切だと実感しました。オ
ーストラリアに行ったら、現地の方々と積極的にコミュニケーションをとっていき
ましょう。英語でのコミュニケーションにたくさん挑戦し、互いの理解を深めてき
ましょう。
今まで、このオーストラリア海外派遣に携わってくださった多くの方々、見守っ

てくれた家族の皆さん、私達を支えていただきありがとうございました。海外派遣
での一週間でオーストラリアの歴史や文化などを実際に肌で感じ、体験し、成長し
た姿を見せられるように頑張ります。
派遣生の皆さん、悔いの残らないよう、精いっぱい頑張りましょう。これで出発

の挨拶を終わります。
練馬区立中学校生徒海外派遣 生徒代表 練馬区立豊渓中学校 阪本理子

☆イプスウィッチ校訪問☆
（本校代表の高岸さんが、訪問校に総代として挨拶を行いましたので、紹介します）

Hello.
My name is Kaiji Takagishi. Nice to meet you.
And thank you for welcoming us.
We're students from Nerima,Japan.
We're glad to be here.
We came to this school in Austraria for the first time.
So please help us if we're in trouble.
We want to learn about this school, this town and people

here.
And we want to make lots of good memories.
Please talk to us a lot. Thank you.

(こんにちは。高岸快慈と申します。初めまして。そして、私たちをお迎えいただ
き、ありがとうございます。私たちは、日本、練馬から来ました。今、ここに居ら
れることを嬉しく思います。私たちは、初めてオーストラリアの学校に来ました。
ので、もし困っていたらお手伝いいただきたく思います。私たちは、この学校、こ
の町、そしてここの人々について多くを学びたいと思います。そして、多くの良き
思い出を作りたいと思っています。ぜひ、たくさん話をしましょう。ご清聴ありが
とうございました。)
本人談： K 中の５～６倍の生徒の前でスピーチするものですから、ものすごく緊張

しました。その所為で幾らか原稿が飛びました。けれども何とか話終われ
たので良かったです。
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☆夏休みの様子☆
【表彰関係】

吹奏楽部 第５９回東京都中学校吹奏楽コンクールB組 銅賞

ソフトテニス部 第７２回練馬区民大会 男子個人 第３位
石原 心・奥田修平ペア

第７２回練馬区民大会 男子団体 第８位
石原 心 ・奥田修平・岡田流星・塚田武史・
四十物宗大・廣橋 歩

夢限大カップ研修大会 男子団体 第３位
石原 心 ・奥田修平・岡田流星・塚田武史・
白井陸貴・四十物宗大・廣橋 歩

バドミントン部 第７２回練馬区民大会 女子個人 ベスト１６
岸本汐音・中嶋梨乃ペア

鈴木里菜 第４３回関東中学校水泳競技大会 女子５０М自由形 第８位

☆保護者様・地域の皆様へのご案内☆

ライフプランニング授業 講師：ソニー生命 9月 12日 (木 ) 対象：2年生
ライフプランナー

スケアードストレート 9月 17日 (火 ) 10:45～スタントマンによる実演

親子料理教室 講師：川乱昭子氏 10月 12日 (土 )正午～ 3時頃 調理室

道徳授業地区公開講座 10月 12日 (土 )②参観③協議会

旭町広場の祭典 10月 20日 (日 ) 旭町小学校

校内ボッチャ大会 11月 9日 (土 ) 体育館 上履き・運動できる服装

来校をお待ちしています。

KSR（Ｋ中・ＳＮＳ・Ｒｕｌｅ） ～ストップ！危険なＳＮＳ～ 練馬区立豊渓中学校 生徒会
①：フィルタリングの使用について
・フィルタリングをつけよう！
・フィルタリングは保護者に設定してもらおう！
・フィルタリングについて知ろう！

②：個人情報送付の危険性について
・自分の特定ができるような個人情報（写真や名前、制服、顔）などを流さないようにしよう。
・迷惑情報（他人の中傷・有害な情報）を流さない、広めない。

③マナーについて
・他人を思いやる気持ちを持って使用しよう。
・困ったことがあれば親に相談する。

④：使用時間の制限について
・時間を決めて、それを守り、次の日の授業をすっきり受けられるようにしよう！
・決められた時間に電源を切り、保護者の目につく所に置こう！
・子どもも自己管理できるようにしよう！
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令和元年9月(決定版） / 10月・11月（一部）予定
日 月 火 水 木 金 土
1 2(SC) 3(相) 4(SC) 5 6(相) 7

3 年領域診断 3 年修学旅行 安全指導 学校選択説明会 ⑤ 佐 藤 教 諭 道 徳

テスト 事前検診 PC 教員研修 14:00~15:00 研究授業

専門委員会 中央委員会 ⑥後期委員決め

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

8 9(SC) 10(相) 11(SC) 12 13(相) 14
朝礼(生徒会) ⑥ 3 年修学旅 3 年修学旅行 3 年修学旅行 3 年修学旅行 土曜授業

壮行会・報告会 行前日指導 2 年ライフプラ ⑥後期委員決め 区一斉防災避

ンニング授業 難引取り訓練

1 年遠足
Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

15 16 17(相) 18 19 20(相) 21
敬老の日 ス ケ ア ー ド ス ⑥質問教室 区連合陸上

トレート 10:45~ 職員会議 （練馬総合運動場）

（交通安全指導）

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

22 23 24(相) 25 26 27(相) 28
秋分の日 旭 町 地 域 防 犯 合 定期考査 定期考査

同パトロール

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

29 30 10/1 2 3 4(相) 5
生徒会役員選挙 都民の日 安全指導 ＴＧＧ英語学習 専門委員会 旭町小運動会

（ＴＧＧ事前指導） （弁当持参）

Ｋ中ゼミ説明会 3 年進路面談
Ｋ中Ｂ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ

6 7(SC) 8(相) 9(SC) 10 11(相) 12
朝礼 区連合音楽会 中央委員会 ⑥小学生体験授業 道徳授業地

生徒会役員認証式 区公開講座

3 年進路面談 3 年進路面談 3 年進路面談 3 年進路面談 ・協議会

Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ

13 14 15(相) 16(SC) 17 18(相) 19
体育の日 避難訓練 保護者対象 区英語学芸会

進路学習会

Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ

20 21(SC) 22 23 24 25(相) 26
旭 町 広 朝礼 即位礼正殿の儀 進路学習会

場 の 祭

典 Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ

27 28 29(相) 30 31 11/1(相) 2
文化発表会

Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ

3 4 5 6(SC) 7 8(相) 9
文化の日 振替休日 振替休業日 午前授業 ⑥質問教室 オリパラ教

(文化発表会) 区中研優先日 漢字検定 育ボッチャ

Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ 大会

10 11(SC) 12(相) 13(SC) 14 15(相) 16
朝礼(生徒会) 職員会議 定期考査 定期考査

安全指導

校区別協議会

Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ Ｋ中ゼミ

(SC)前田スクールカウンセラー、 (相 )高辻心のふれあい相談員


