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五年目、小中一体型の新校舎
でのスタートです！

王子桜中通
王子桜中通信
信

地 球 温 暖 化 の 影 響 で 年 々 春 の 訪 れ が 早く な っ て い ま す 。
若葉が芽吹き始めた四月七日、百七十名の新入生を迎え、王
子桜中学校としての五回目の入学式を挙行いたしました。
そして今年は新築なったすばらしい校舎・体育館で、二、三
年生が立派な態度で迎える中、新入生は緊張の中にも、呼名
されると大きく元気な返事で、中学生になった自覚と決意
にあふれていました。新一年生が入学して、全校生徒五百五
名となり、王子桜中学校の平成二十一年度がスタートしま
した。
私たち王子桜中学校の教職員は力を合わせて、保護者、地
域の皆様とともに、生徒に、学校教育目標にある『自主・創
造・飛翔』の精神を育んでいきます。
◇……◇……◇……◇……◇……◇……◇
二十一年度の王子桜中学校のスタートに当たって、次の目
標を掲げました。
○学校経営の方針…
「『つながりと積み重ね』～豊かな心を育み、確かな学力を培う王
子桜中学校」

◎目指す学校
・真剣なまなざしがあふれる授業を実践する学校
・元気なあいさつが響きあい、ノーチャイムの中、生徒が
自律的に行動する学校
・生徒の活気あふれる声が響き、生徒会活動や委員会活動、
部活動が盛んな学校
・清潔で暖かく潤いのある環境の中で、社会性や豊か
な人間性を育む学校
・特色ある教育活動を実践し、生徒・保護者・地域の
方々が誇りに思う学校
・家庭・地域社会に開かれ、北区らしい小中一貫教育
を推進する学校
これらを目指すために次の三点を経営の柱と致します。
①『つながりと積み重ね』を学習・生活指導踏、学校生
活全体を通して推進していく。
②豊かな心を育てていく。…「心づくり」
③生涯学習の基礎となる基本的な学力の定着をはかる。
…「学力づくり」
③保護者・地域に信頼され、開かれた学校づくりを進め、保

護者・地域の期待に応える学校づくりを推進する。
以上の方針を柱に、今年度の王子桜中学校の教育活動を
進めてまいります。
そして、小中一体型の校舎の中で、学校ファミリーの王子
小、東十条小と連携をとりながら、『つながり』をコンセプ
トに小中連携教育を進めていきます。保護者の皆様、地域の
皆様のご協力、ご支援をお願い申し上げます。

着任のご 挨拶

雄彦

この四月一日、新築なった校舎での５年目をスタートする
北区立王子桜中学校に着任いたしました。初代校長の中尾豊
三郎先生のあとを受け、ノーチャイムなど、自主性を育む取
り組みや北区学校ファミリーに基づいた小中連携教育の取り
組みなどをしっかりと引継ぎ、教職員と力を合わせながら、
さらに充実させ、発展させていきたいと考えております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

校長 富張

春のあたたかい日差しの中、
私たち百七十名は、新築、完成
したこの真新しい王子桜中学校
に入学しました。
今、私たちの胸は期待と不
安、そして王子桜中学校で学べることへの誇りで、満ち
あふれています。
私たちは、この王子桜中学校に入学して次のことを頑
張りたいと思います。
第一には、自分の行動にしっかりと責任をもち、一つ
一つの課題をやりとげるということです。勉強や部活
動、委員会活動など、それぞれの活動において、取り組
むべき課題に責任をもち、自分の役割をきちんと果たせ
るよう努力したいと思います。それには、今、自分が何
をしなければならないのか、考えて行動することが大切
です。自分が今しなければならないこと、するべきこと
をしっかりと考えて行動することであり、それが結果に
つながれば自信もつくはずです。
第二に、自分の夢に向かって努力できる人間になると
いうことです。自分の夢を大切に希望を持ってものごと
に挑戦し続ける人間になるために、この王子桜中学校で
力を身に付けていきたいと思います。
第三は、王子桜中学校の校歌の歌詞にも入っている
「友だち」を大切にしていくことです。私たちは一人で
は生きていけません。家族や先生方に支えられて生きて
います。そして、学校生活の中で一番、身近にいて助け
合うのが「友だち」だと思います。中学校時代にできる
友だちは一生の親友となることも多いといわれていま
す。困っているとき、悲しんでいるとき、元気づけてく
れたり、相談に乗ってくれる友だちを大切にしていきま
す。
校長先生を始め、先生方、主事さんが多、二年生、三
年生の先輩方、これからいろいろとご迷惑、ご心配をお
かけしたり、教えていただくことが多いかと思います
が、どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。私
たちは、この王子桜中学校を新しい学び場としてここで
未来へはばたくための力をたくわえるべく全力を尽くし
て行きたいと思います。以上をもちまして、新入生の誓
いのこと場とさせていただきます。

新入生代表
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平成２１年 ４月号（４月２４日発行）

北区立王子桜中学校だより

学校の４月は、新しい出会い
の季節であるとともに、別れの
季節でもあります。この４月に、
御退職、異動された先生、主事さ
ん方、新しい道でのご活躍をお
祈りいたします。
◎退職
中尾豊三郎先生（校長､４年在職､東京都教職員研修ｾﾝﾀｰ教授へ)
中野内裕子先生（家庭科、６年在職、定年退職）
◎転出
中島 昌宏先生 （英語､１１年在職､世田谷区立東深沢中学校へ）
二葉 礼子先生 （数学、６年在職、中央区立銀座中学校へ）
木村 英昭先生 （情緒、３年在職、足立区立第十一中学校へ）
岩松 美緒先生 （養護、９年在職、墨田区立吾嬬第一中学校へ）
富名腰武弘主事 （用務、４年在職、北区立浮間中学校へ）

新しくお迎えした先生、主事さん方、どうぞよろしくお願いいた
します。
◎転入
富張 雄彦先生 （校長、北区立岩淵中学校より）
高橋 圭子先生 （数学、板橋区立高島第三中学校より）
福井 典広先生 （理科、北区立田端中学校より）
内久根和子先生 （家庭、板橋区立志村第五中学校より）
根本 誉 先生 （英語、新宿区立新宿中学校より）
森
憲衛先生 （情緒、足立区立伊興中学校より）
丸山 かよ先生 （養護、三鷹市立第四中学校より）
都丸 久子先生 （社会（非常勤）、北区立紅葉中学校より）
異動された方々のますますのご活躍と、新しく来られた先生、主
事さん方の、王子桜中での活躍を期待しております。

☆北区春季大会結果(4/2６現在)
ソフトテニス部
男子団体 優勝
個人 3位（S･H組）
女子団体 3位
個人 5位（H・T組）
野球部

第３位

バスケット部
男子 決勝進出（4/26現在）
女子 3位
バレー部
男子 5位（1勝2敗）
女子 予選リーグ（1勝2敗）

一年生を歓迎する会（一迎会）が、４月１４日
に行われました。生徒会が企画・立案し、新入生
を歓迎して､心を込めて入学をお祝いしました。
生徒会役員の皆さんが、王子桜中学校はこんな学
校です、生徒会や委員会活動はこんなことをしま
す、と学校生活を説明したあと、部活動の紹介が
ありました。各部の部長が活動内容を説明し、実
際の活動を見せ、パフォーマンスを繰り広げ、部
活動の楽しさを披露しました。
これから１年生は、目標を見つ
けて、学校生活をスタートして
ほしいと思います。

☆全国宮本武蔵杯剣道大会(会場･熊本)
優良賞(全国ベスト16)
N・R（2年）
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本
日は
私たち一年生百七十名のためにこの
ような歓迎会を開いていただき、本当
にありがとうございました。
先輩たちから生徒会や委員会、そ
して、部活動の説明を聞いて、一年間
の流れがよくわかり、大変興味を持
ちました。そして、生き生きとして楽
しそうな姿を見て、改めてこの学校に
入学してよかったなあと思いました。
今、私たちはこれからの中学校生
活、三年間を前に、たくさんの期待で
胸をふくらませています。中学生ら
しく勉学に励むとともに学業だけで
はなく、委員会や部活動もがんば
り、心も体も小学生の時よりも一回
りも二回りも大きくなって、悔いのな
い中学校生活を送りたいと思います。
これから私たちは、いろいろなことに
チャレンジすることで先輩たちにお世
話になり、時には迷惑をかけること
もあるかもしれません。そのときはよ
ろしくお願いします。みんなそろって
笑顔で元気にがんばっていきますの
で、どうぞよろしくお願いします。
今日は本当にありがとうございま
した。

２６日（火）
２７日（水）
２８日（木）
３０日（土）
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新入生代表

８日（金）
１１日（月）
１２日（火）
２１日（木）
２２日（金）
２５日（月）

開校記念日
休
日
憲法記念日
国民の休日
こどもの日
振替休日
内科検診（２年）
ＰＴＡ総会・歓送迎会
午前授業【教育会中一斉部会】
朝礼 小中合同避難訓練
三者面談始（～２０）
耳鼻科検診（全学年）
生徒総会
朝礼 教育実習始
体育祭練習開始
３年修学旅行・進路説明会
内科検診（１年）
午前授業【教育会総会】
内科検診（３年）
校舎落成記念式典･祝賀会

一年生の皆さん、ご入学おめで
とうございます。そして王子桜中
学校へようこそ。
入学して一週間がたちました
が、学校生活には慣れましたで
しょうか。中学校生活は、小学校
のころの生活とはだいぶ違うと思
います。教科ごとに先生が替わっ
たり。年に４回、大きな試験が
あったり、部活動が始まったり、
生徒会活動が始まったり、など楽
しいことも大変なこともたくさん
ありますが、それに伴って、責任
ある「自主的」な行動が必要に
なってきます。中学校生活３年間
を通して、そういった行動ができ
るようにがんばってください。
今日のこの「一迎会」は、一年
生の皆さんに、王子桜中学校のこ
とを深く知っていただくために、
実行委員を中心に２、３年生で企
画しました。約２時間という短い
時間ではありますが、最後まで楽
しんでください。

１日（金）
２日（土）
３日（日）
４日（月）
５日（火）
６日（粋）
７日（木）

生徒会長
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相談受付は毎週火曜日 8:15～17:00
本校１階 教育相談室

