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北区立王子桜中学校だより

四月九日︑王子桜中学校開校八年目︑百八十一名の新
入生を迎え︑入学式を挙行いたしました︒保護者・地域
の方々そして在校生が迎える中︑新入生は緊張の中に

⁝︵
前 略 ︶⁝

今日︑皆さんは︑中学生になりました︒そして︑大人への一歩を踏
も︑呼名されると大きく元気な返事で︑中学生になった
み出しました︒どんな大人になるのか︑この日本という国の中で︑そ
自覚と決意にあふれていました︒新一年生が入学して︑ して世界の中で︑どんな活躍をしていくのか︑中学生になった今︑こ
全校生徒五百四十九名となり︑
王子桜中学校の平成二十 の王子桜中学校の三年間で︑自分の将来︑生き方をしっかりと考え︑
四年度がスタートしました︒
この国の将来を支える立派な社会人として活躍するための基礎を︑
私たち王子桜中学校の教職員は力を合わせて︑保護 着実に身につけてください︒
者︑地域の皆様とともに︑生徒に︑学校教育目標にある そのために︑王子桜中で身につける三つの力を示します︒皆さんの
向かって左の上に︑教育目標が掲げてあります︒
﹃自主・創造・飛翔﹄の精神を育んでいきます︒
一つ目は﹁自主﹂の力です︒﹁自主﹂とは︑﹁自ら考え正しく判
◇⁝⁝◇⁝⁝◇⁝⁝◇⁝⁝◇⁝⁝◇⁝⁝◇
断し行動する人﹂︑ということです︒中学校では︑自分で考えて行
○学校経営の方針⁝
動することが求められます︒人に言われて行動するのではなく︑自
分の力で考え︑行動することです︒王子桜中学校は﹁ノーチャーム﹂
﹁﹃つながりと積み重ね﹄〜豊かな心を育み︑
です︒授業の始めと終わりにチャイムが鳴りません︒チャイムで動
確かな学力を培う王子桜中学校﹂
かされるのではなく︑自分から進んで行動する︑自主性を身につけ
学校経営の方針を実現するために︑
次の三つを経営の て︑行動できる人になってください︒
柱として︑実現を目指します︒
二つ目は﹁創造﹂する力です︒﹁先人に学び︑未来の文化を創る
◎豊かな心の育成⁝道徳授業の確実な実施と充実︒全教 人﹂になるということです︒みなさんは︑未来の日本を築く大切な
宝です︒みなさん自身が︑日本の未来なのです︒将来のこの国を創っ
育活動において︑道徳教育を実践していく︒
◎﹁確かな学力の育成﹂生涯学習の基礎となる基本的な ていく力を育み︑世界の中で活躍する日本を創造してください︒
三つ目は︑﹁飛翔﹂する力です︒﹁視野を広く︑高き理想を目指
学力の定着を図る︒教師の授業力の向上︒
す人﹂になるということです︒ 視野を広くもち︑将来の﹁夢﹂を
◎﹁つながり﹂と﹁積み重ね﹂⁝学校ファミリーに基づ 考え︑その﹁夢﹂に向かって努力し︑目指していく︑力を身につけ
いた幼小中一貫教育を実践し︑幼小中の﹃つながりと積 てください︒﹁自主﹂﹁創造﹂﹁飛翔﹂この三つの力を︑中学校三
み重ね﹄を︑学習・生活指導等︑学校生活全体を通して 年間でしっかりと身につけてください︒
そしてもう一つ︑育ててほしいものがあります︒
推進していく︒今年度から三年間︑北区教育委員会研究
指定校として︑次の研究主題で研究を進めていきます︒ それは︑﹁思いやりの心﹂です︒昨年の東日本大震災で︑東北の人々
がお互いに助け合いながら︑示してくれた﹁他の人への思いやりの
心﹂は︑日本人としての心を示してくれました︒みなさんは︑そう
自分らしい生き方を実現していく幼小中のつながり
いう﹁思いやりの心﹂を必ず持っているはずです︒人々が楽しい生
〜ＮＩＥを取り入れた︑生きる力を育む
活を送るためには︑他を思いやる健全な﹁心﹂を持っていなければ
幼小中一貫教育〜
なりません︒皆さんがこれから過ごす中学校生活は︑みんなでいろ
︵キャリア教育︑ＥＳＤ 持続可能な未来の担い手を育て いろなことに取り組む︑集団の生活です︒学級や学年での活動︑様々
な行事︑委員会活動︑部活動︑いろいろなことに︑友と話し合い︑
るための教育 の視点から︶
協力し合い︑取り組まなければなりません︒ 学校生活で大切なの
は︑相手の立場に立って考える﹁他を思いやる︑優しい心﹂なので
学校経営の方針の実現を目指して︑教職員が力を合 す︒思いやりの心を持って︑友達や後輩と接することによって︑た
わせ︑今年度の王子桜中学校の教育活動を進めてまいり くさんの友人ができ︑きっと︑豊か
ます︒そして︑今年度は︑学校ファミリーの王子小︑東 で充実した︑中学校生活を送るこ
十条小とともに︑さくらだ幼稚園を加えて︑幼小中一貫 とができるでしょう︒そういう︑優
教育を進めていきます︒保護者の皆様︑地域の皆様のご しい思いやりの心を持つ人になる
よう︑努力してください︒
協力︑ご支援をお願い
新入生の皆さん︑今日から新しい
申し上げます︒
友達とともに︑新しい先生ととも
に︑自分の意志で︑しっかりと︑学
習に︑いろいろな活動に︑中学生ら
しい青春を発揮し︑活躍していく
ことを期待しています︒発揮し︑活
躍していくことを期待しています︒が
んばってください︒
⁝︵後略︶⁝

長 く厳 しかった冬 の寒 さも和 らぎ ︑桜
のつぼ みも一斉 に開花 しました︒
本 日私達 百八十一名は︑希望 にもえ︑王
子桜中学校に入学するこ とができまし
た︒昨 年の東日本 大震災 の被災 地では未
だに完 全な復興 を遂 げていません︒被災
地の映像 を見 る度︑胸 が痛 みます︒それ
と同時 に︑私達 はよ き友人 に恵 まれ︑多
くの方々に見守 られ︑こう して中学生と
して新しいスタートを歩 めるこ とに深 い
感謝 と喜び そして︑大きな責任 を感じ て
います︒
本 校の教育目標にある︑自らの考 えを
正 しく判断 し︑先人 に学び ︑視野 を広 げ
ていきたいと思 います︒
まず ︑中学校では︑勉強 を頑 張りま
す︒新しく英語 が始 まり︑算数 は数 学に
変 わったりと不安 なこ ともありますが︑
少 しず つ努 力し︑慣 れていきたいです︒
中学校の楽 しみでもある部 活は︑自分 に
あった部 をみつけ たり︑新しいこ とに挑
戦 する中で︑新しい仲間 との交流 も深 め
ていきたいです︒今までなかった文化
祭 ︑体 育祭 は︑みんなで力を合わせて取
り組 み︑充 実した中学校生活を送 りたい
と思 います︒
こ れからの生活の中で壁 にぶ つかったと
きには︑先 生方︑先輩 方の助言 をいただ
き仲間 と力を合わせて︑一つ一つ乗 り越
え︑成長 していきたいと思 います︒いつ
も︑あたたかく見守 り︑支えてくださる
お父 さん︑お母 さんへ の感謝 の気持 ちも
忘 れず に︑何 事に
も精一杯努 力する
こ とを誓 います︒
三年間 ︑御 指導 の
ほど ︑宜 しくお願
いいたします︒

平成二十四年四月
九日

新入生代表
平田 琴
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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月に異動された先生方を紹介します。
◎転出
宮入 祥郎先生（１１年在職 北区教育委員会指導主事へ（昇任））
木下智恵子先生（７年在職
北区立田端中学校へ）
荒川 哲男先生（２年在職 北区立明桜中学校へ）
長尾 崇弘先生（１年1ヶ月在職 練馬区立谷原中学校へ）

今年度、新しく３名の先生方をお迎えしました。どうぞよろし
くお願いいたします。
◎転入
中内 葉子先生（英語） 北区立赤羽岩淵中学校より
松井 敏孝先生（社会） 練馬区立豊玉第二中学校より
中山
俊先生（王子桜学級） 新規採用
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方の
王子桜中での活躍を期待しております。

一年生を歓迎する会が４月１２日に行われました。生徒会と一迎会実行委員会が中心となり、計画
し、２、３年生全員で、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、楽
しく、充実した学校生活をスタートしてほしいと思います。

田内
大輝

今日は︑このようなあたた
かい歓迎会を開いていただき
まして︑ありがとうございま
した︒
入学して︑
中学生になり︑
と
てもドキドキしていましたが
委員 会や部活動のことがよ
くわかり︑これからの中学校
生活が楽しみになってきまし
た︒ これから︑上級生のみな
さんに︑ひとつひとつおしえ
ていただきながら︑王子桜中
学 校 の生 徒 として︑一 生 懸
命︑活動していきます︒僕た
ち新入生をきたえてくださ
い︒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︒

新入生代表
赤間 楽彦

北区立王子桜中学校ホー
ムページブログ版（王子桜
中日記）のＱＲコードです！
登録して、ご覧ください。

生徒会長

１４日（月） 学年朝礼
１５日（火） 歯科検診
１７日（木） 耳鼻科検診
（全学年）
１８日（金） 生徒総会
中Ｐ連総会
１９日（土） 王子小運動会
２１日（月） 全校朝礼
教育実習始
体育祭練習開始
２３日（水） 午前授業
北区教育研究会
小中合同分科会
２５日（金） ＰＴＡ総会
ＰＴＡ歓送迎会
２６日（土） 東十条小運動会
２８日（月） 全校朝礼
２９日（火） PTA運営委員会

一 年生 の皆 さ ん︑ご入学おめで とう ござ いま
す︒
まず はじ め に一 年生のみな さんは 一迎会 が
な んな のかわ から ない人 がい ると思 う ので説
明 しま す︒一 迎会 とは 新一年生 に部 活動や委
員会 活 動に つい て紹介 し︑でき るだけ早 く学
校生活に馴染 んでもらう ための歓 迎会 です︒
一年 生の みな さんは︑まだ入学し て３ 日と
いうこ とで不 安 を胸 に抱 えて いる人 も多 いこ
とと思 います︒僕 も入学したての頃 は︑中学校
の先輩 は︑何 とな く怖 そう な印 象 が あり不安
で い っぱ いで した︒し かし︑こ の一迎会 が終
わ った後 で その考 え は一転 し まし た︒先 輩 た
ち がや さしく部 活 動や委 員会 のこ と につ いて
紹介 してくれたからです︒
中学 校生 活はほ ん とう に忙 しく︑そのため
あ っと いう 間 に過ぎ去 り ます︒実際 に僕 も三
年 生と してこ の一 迎会 に参 加 してい るの が嘘
のよう に感 じ ま す︒み なさんも少 な い時 間 の
中で︑いろ んなこ とに挑戦 してください︒そし
て後悔 しな いよう な毎 日を送 って くだ さ い︒
さあ︑いよ いよ 一迎会 の始 まりです︒存分 に楽
しみましょう！

１日（火） 心臓検診(１年)
専門委員会
(開校記念日)
２日（水） 身体計測
ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ
３日（木） 憲法記念日
４日（金） みどりの日
５日（土） こどもの日
６日（日）
７日（月） 全校朝礼
委員認証式
三者面談始
（〜11日）
１２日（土） 土曜日授業
（授業公開）
③3年修学旅行保護者会
部活保護者会

