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発行：第一中学校・中野富士見中学校統合委員会 

今号では、５月１４日に開催された第８回統合委員会での協議内容などについてお知らせします。 

 

第一中学校と中野富士見中学校とを統合

し、南中野中学校を設置する「中野区立学校

設置条例の一部を改正する条例」が、区議会

本会議で、原案どおり可決、成立しました。 

学校の統合が正式に決定しました

このことにより、平成２１年４月１日に統合新校「南中野中学校」が開校することが正式に決定しま

した。 

なお、この条例には、中野昭和小学校と東中野小学校とを統合し、白桜小学校を設置する内容も含ま

れています。 

 

校歌については、両中学校を通じ、生徒・保護者及び

関係者を対象に、校歌の歌詞(言葉)を募集しました。その

結果、1032 点 506 種類の言葉が集まりました。どう

もありがとうございました。 

校歌の検討を行いました 

校歌については、今回応募のあった中からいくつかの言葉を使用してもらうように、専門家に依頼す

ることとしています。 

今回応募のあった言葉の中には、今の第一中学校や中野富士見中学校の校歌の歌詞から引用したもの

が多数含まれていたため、これらの取り扱いについて協議しました。 

その結果、新しい学校の校歌であるので、これまでの校歌にこだわらず制作すべきだという意見が多

く、これらについては専門家に依頼する中には含めないこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校歌に入れたい言葉(主なもの) 

愛、あいさつ、青い、青空、青葉、明るい、朝日、新しい、安全、生きる、一期一会、一緒、いつまで
も、美しい、生まれた、海、嬉しい、永遠、栄光、笑顔、おおいに、大空、丘、小川、贈りもの、思い、
思い出、思いやり、おわらない、輝き、風、雷、川、感謝、神田川、がんばる、気合、築く、絆、厳し
い、希望、気持ち、清い、協力、きれい、雲、苦労、激動、潔白、元気、健康、健全、現存、交流、心、
根気、根性、再生、桜、さらば、さわやか、幸せ、塩、自信、自然、自由、知る、白銀、信じる、新生、
信頼、涼しい、スタート、ずっと、精一杯、青春、世界、前進、空、大切、大地、太陽、たくましい、
助け合い、楽しい、たのもしく、団結、地、力、地球、知識、知性、チャンス、中学生、中学校、創る、
土、つつじ、翼、蕾、強い、天、伝説、跳ぶ、友、友だち、共に、努力、中野、仲間、仲良し、なつか
しい、虹、願い、念じる、のびる、育み、はと、花、羽、はばたき、林、火、光、富士山、ふたば、ふ
れ合い、平成、平和、勉学、勉強、母校、誇り、蛍、本気、学び、水、道、緑、南、南台、南中野中学
校、未来、みんな、森、八重桜、優しい、山、やる気、勇気、友情、友人、豊かな、夢、喜び、理想、
立派、礼儀、歴史、輪、若葉、若人、われら、我々 
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校歌の制作を依頼しました 
校歌の制作を依頼する専門家については、各委員が

依頼したい作詞家・作曲家を推薦し、それをもとに委

員長、副委員長、両校校長で協議しました。 

その結果として、作詞を『新個人主義のすすめ』『東京坊ちゃん』などの著作のある林望氏、作曲を

『混声合唱とピアノのための組曲＜蔵王＞』『混声合唱と管弦楽のためのカンタータ＜土の歌＞』など

の作品のある佐藤眞氏に依頼したところ、両氏に快諾していただきました。＜土の歌＞の第 7 楽章は

中学校でよく歌われている「大地讃頌」です。お二人では『混声合唱とオーケストラのための組曲 美

しい星に』『鳴門教育大学学校教育学部附属中学校校歌』などを制作されています。 

南中野中学校の開校までには、新しい校歌が完成する予定です。 

 

校章については、両中学校を通じ、生徒・保護者及び

関係者を対象に図案を募集しました。その結果 142 点の

ご応募をいただきました。どうもありがとうございまし

た。 

校章の検討を行いました 

統合委員会で検討した結果、委員が採用したい校章の図案を選び、集計した上で、その中から数点を

デザイン化してもらい、次回改めて検討することとしました。 

 

区の担当職員の出席を受け、統合に伴

う校舎の改修工事についての説明を受

けました。今年の夏に行う工事の概要は、

次のとおりです。 

校舎の改修工事の説明を受けました 

○ 校舎棟 

普通教室の腰壁改修工事、普通教室等

の床改修工事、床改修部分の家具、流し

台等改修工事、廊下流し台の改修工事、

防火シャッター改修工事、給食室改修工

事、西側便所洋便器化工事、正門周辺等

バリアフリー化工事、西側屋外階段改修 

 

工事、壁面緑化工事、外構工事 

○ 体育館棟 

体育館の床塗替工事、体育館の床コートラ 

インの塗替工事 

○ 外構 

西門のスロープ改修工事、西門脇の焼却炉 

３階普通教室：床・照明を改修します 

第二技術室：床を改修し空調を取り付けます
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撤去工事、建物出入口前の舗装の改修工事、敷地周辺のフェンス一部改修 

○ 電気設備工事 

電源切替工事、ＴＶ共聴設備改修工事、照明器具の改修工事、各所の配電盤の取替改修工事、

電話交換機・電話線・電話機の交換、校内ＬＡＮの配線工事、火災報知機の配線改修工事 

○ 機械設備工事 

老朽ガス配管の改修工事、放送室冷暖房機の取替工事、特別教室等冷暖房機・換気設備の設置

工事 

このほか、プールとフェンスの工事について、以下の説明がありました。 

○ プールの工事については、本来で 

あれば、開校までに間に合うのが理 

想的だが、全面的に作り直して立派 

な施設にしていきたいと考え、今年 

度中は設計を行い、来年度工事を行 

うこととした。開校の 初の夏のプ 

ール利用が終わった後から工事を 

したい。新校の開校時にプールが 

できているという状態ではなく、申 

しわけないが、ご理解いただきたい。 

○ フェンスについては、道路側のフ 

ェンスをかさ上げする。また、校舎 

側に概ね 1 階部分の高さのフェン 

スを設置し、歩いている生徒や先生

にボールが当たらないようにしたい。フェンスの工事は、プールの部分はプールの工事と一緒に

やることになるが、それ以外の部分は開校までに設置したい。 

プール：全面的に作り直します

委員からは、次のような意見が出されました。 

・ 壁面緑化については、南側を緑化すれば効果はあると思うが、東側や西側の窓もないところに

やっても効果はないと思う。それなら、屋上緑化のほうがよっぽど効果があると思う。 

・ 壁面緑化がす

ばらしくほかの

壁もやりたいと

いった場合、予

算計上して欲し

い。 

・ エコで考える

と屋上緑化が一

番いいと思うが、

屋上は急勾配で

狭いし、既存の

校舎の改修でそ

こまでやるには 道路側フェンス：かさ上げします
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難しいのではないか。 

・ プールについては、今年度に設計をして、来年度工事ということにしても、こういうものをつ

くりますというものが示されなければ、今まで何回も我々が来て議論をしてきたことが無駄にな

ってしまうような気がする。 

・ 既に今度の学校は野球ができると子どもたちに言っている。そういう野球少年が夢を持って入

学できるよう整備をきちんとお願いしたい。 

南中野中学校の整備工事については、今後も節目に情報提供を受け、協議していきます。 

 

★ これらの工事期間中、校庭が狭くなったり、地域生涯学習館(みなとっぷ２１)が利用できなくなる

などの影響があります。ご迷惑をお掛けしますが、皆さまのご協力をお願いします。 

 

統合委員会委員の変更 
４月１日付け人事異動により、第一中学校長と中野富士見

中学校副校長が異動になりましたので、それに伴い、統合委

員会委員が次のとおり変更になりました。 

・ 辞職 

第一中学校長       田中節子委員 

中野富士見中学校副校長  池田浩二委員 

・ 委嘱 

第一中学校長       向井努委員 

中野富士見中学校副校長  香積信明委員 

辞職は３月３１日付け、委嘱は４月１日付けです。このほかの委員に変更はありません。 

委員名簿は、次のとおりです。 

区    分 氏  名 区    分 氏  名 

多田町会 ◎吉成 武男 元青少年委員 道林 京子 

南台二丁目前原町会 若林 栄一 主任児童委員 赤津 知子 

栄町通二丁目町会 相田 琢磨 中野富士見中学校おやじの会 ○飯原 俊行 

神明本三町会 河原井 守 元青少年委員 髙橋 麻美 

弥生町五丁目町会 渡部 金雄 多田小学校ＰＴＡ 矢沢 淑子 

町会・ 

自治会 

推薦 

弥生町二丁目町会 倉持 敬緯子 新山小学校ＰＴＡ 花見 勝一郎

宮沢 久之 

関係者

中野神明小学校ＰＴＡ 安藤 洋子 
第一中学校ＰＴＡ 

田中 晴美 第一中学校長 向井 努 

森田 真理 中野富士見中学校長 牧井 直文 

ＰＴＡ 

推薦 中野富士見中学校 

ＰＴＡ 秋元 宏之 第一中学校副校長 田代 雅規 

公募 保護者 川島 美奈子

学校 

中野富士見中学校副校長 香積 信明 

◎・・・委員長  ○・・・副委員長 教委 学校再編担当課長 青山 敬一郎
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次回統合委員会開催予定 

・７月１７日（木）午後 7 時

から南中野地域センターで 

※ 統合委員会の会議要録は、区役所１階区政資料センターもしくは教育委員会のホームページでご覧になれます。 


