
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統合推進委員会がスタートしました！ 

平成１９年４月、豊島中学校・清至中学校・豊島北中学校の３校が統合して新しい中学校が

できることになりました。 

このたび、３校の関係者による「統合推進委員会」を設置しました。 

委員会では「校名等検討部会」「標準服等検討部会」を設置し、それぞれの部会において、児

童・生徒の皆さんや保護者の皆さんのご意見をお聞きしながら、新しい学校名や校歌、校章、標

準服などを検討して、１９年４月の統合に向けた準備を進めていきます。 

また、今後「学校施設等検討部会」も設置し、検討を進めていきます。 

 

 

 

構成メンバー 

関係中学校 PTA 各４名、関係小学校 PTA 各２名、関係中学校長・副校長、 

関係連合会長２名〔計２８名〕 （関係小学校長はオブザーバ出席） 

※PTA、関係中学校長・副校長は半数ずつに分かれて各部会を構成します。 

各部会の経過報告 

●校名等検討部会〔第１回：７月６日（木）、第２回：７月１１日（火）〕    

新しい学校名を選定する参考とするため、関係中学校の生徒・保護者の皆さん、

関係小学校の保護者の皆さんにアンケートを実施することになりました。 

＊次回：８月３日（木）午後７時～ 清至中学校 

●標準服等検討部会〔第１回：７月６日（木）〕  

新しい標準服を検討する参考とするため、関係中学校の生徒・保護者の皆さん、

関係小学校６年生の保護者の皆さんにアンケートを実施しています。 

＊次回：７月２６日（水）午後７時～ 豊島中学校 

 

 

メンバー以外の方も傍聴が可能です。当日会場へお越しください。 

・発言等はできませんので、あらかじめご了承ください。 

・会場の収容人員を超えた場合にはお断りすることもあります。 

・委員会及び部会の開催予定は北区ホームページに掲載しています。 

http://www.city.kita.tokyo.jp/index.htm   

（トップページ 今月のスケジュール 「ジャンル」の「審議会・会議」を検索） 

統合推進委員会 

だより 

〈事務局〉 

教育委員会事務局 

教育改革担当課 

（電話）3908-9271 

（FAX）3906-8755 

（E-mail） 

k-kaikaku@city.kita.lg.jp 

統合推進委員会・部会は公開しています 

豊島中・清至中・豊島北中 

第１号（平成１８年７月発行） 

第１回統合推進委員会を７月６日（木）に開催しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい学校名に「 明桜
めいおう

中学校 」が選定されました！   

１０月３日に開催された第２回統合推進委員会（全体会）において、７月から校名等検討部

会で検討を重ねてきた新しい中学校の校名案として「明桜中学校」が選定されました。 

これを受けて、10 日には教育委員会でも校名案として決定されました。（今後、区議会第４

回定例会での東京都北区立学校設置条例の改正を経て、来年の４月から新たな学校としてスター

トすることになります。） 

校名等検討部会では、引き続き、校歌・校章などの検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

中学校の生徒・保護者の皆さん、小学校の保護者の皆さんには、校名アンケートにご協力をい

ただきありがとうございました。 

アンケートでは、143 もの校名のご意見をいただきました。その中でも「豊清中」や「清豊中」

をはじめ、３つの中学校の名前を活かした校名など多くのご意見を皆さんからいただきました。 

校名等検討部会では、「統合のルール」を踏まえ、アンケート結果を参考に皆さんの様々な思い

を受け止めながら慎重に議論を重ね、部会として「明桜中」「北斗中」「王子豊島中」の３つに絞

り込みました。 

そして、統合推進委員会（全体会）では、これまでの部会での検討経過を踏まえてさらに意見

交換を行った後、新校の明るい未来への願いを込め、「明桜中」を選定しました。 

 

 

 

第２回統合推進委員会では、新たに「学校施設等検討部

会」を設置しました。 

今後、豊島北中学校校舎の施設改善や統合校の校舎など

について検討を進めていきます。 

統合推進委員会 

だより 

〈事務局〉 

教育委員会事務局 

教育改革担当課 

（電話）3908-9271 

（FAX）3906-8755 

（E-mail） 

k-kaikaku@city.kita.lg.jp 

豊島中・清至中・豊島北中 

第２号（平成１８年10月発行） 

生徒の皆さんが明るく育っていくように、明るい未来への願いを込めた校名です。 

また、北区の木であり区のコミュニケーションマークにも採用されている「桜」に 

よって、やさしさと親しみ、そして新しい学校としての出発をイメージさせる校名です。 

「学校施設等検討部会」を設置しました 

「明桜中学校」は・・ 

これまでの 

統合推進委員会の開催経過は

裏面をご覧ください。 



  

 

 

 

●統合推進委員会（全体会） 第２回：10 月３日（火）    

標準服等検討部会の経過報告、学校施設等検討部会の設置、 

校名等検討部会の経過報告及び校名の選定について    

●校名等検討部会    

第３回：8 月３日（木）   アンケート結果、校名の検討 

「３校の名前を活かしたもの」「地名にまつわるもの」「新し

いイメージのもの」の３つのカテゴリーに分けて検討を進め

ることにしました。  

第４回：８月 22 日（火） 校名の検討 

第５回：９月６日（水）  校名の検討 

第６回：９月 15 日（金） 校名の検討（明桜・北斗・王子豊島の３校名に絞り込みました） 

●標準服等検討部会  

第２回：7 月 26 日（水） アンケート結果、プレゼンテーション等について検討 

第３回：9 月２日（土）  縫製業者によるプレゼンテーション実施（６社）、選定等 

第４回：9 月 20 日（水） 標準服等の検討    

・冬服のジャケットはダークグリーンの 

  ３つボタンタイプに決まりました。 

・夏服はカッターシャツ（ワイシャツ）で

検討しています。 

・体育着は「Kappa」に決まりました。   

 

 

 

 

 

 

 

  

メンバー以外の方も傍聴が可能です。当日会場へお越しください。 

・発言等はできませんので、あらかじめご了承ください。 

・会場の収容人員を超えた場合にはお断りすることもあります。 

・委員会及び部会の開催予定は北区ホームページに掲載しています。 

http://www.city.kita.tokyo.jp/index.htm   

（トップページ 今月のスケジュール 「ジャンル」の「審議会・会議」を検索） 

 

豊島中・清至中・豊島北中 統合推進委員会開催経過 

統合推進委員会・部会は公開しています 

第３回標準服等検討部会でのプレゼンテーションの様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

統合推進委員会

だより第３号（平成１８年１１月発行） 

豊島中・清至中・豊島北中 

〈事務局〉 

教育委員会事務局 

教育改革担当課 

（電話）3908-9271 

（FAX）3906-8755 

（E-mail） 

k-kaikaku@city.kita.lg.jp

学校施設等検討部会がスタートしました 

11 月１日（水）、豊島北中学校で第１回学校施設等検討部会が開催されました。 

 豊島北校舎の施設改善について 
豊島北校舎改修工事内訳 

１ 心障学級移転関連工事 

・合同教室の改修 

・小教室内部の改修 など 

２ 普通教室等内部塗装工事 

３ 第２校舎改修関連工事 

・教室、トイレ内部の塗装 

・防球ネット(施工済) など 

１９年４月から統合校の校舎として活用する「豊島北校

舎」で予定されている工事について、教育委員会から報告が

ありました。（右表のとおり） 

さらに、このほかに改修の必要があるかどうか、校舎内

を回り確認を行いました。 

この結果については、学校ごとに要望としてまとめ、教

育委員会が対応を検討し、次回の学校施設等検討部会で報告

することになりました。 

 統合校の校舎等について 
「(仮)明桜中学校改築基本構想・基本計画」の策定に

先立って、生徒の皆さんをはじめ学校関係者の新しい

学校への思いをこの計画に反映させるためのアンケー

トについて検討を始めました。 

  体育館を確認しています 

 通学路における生徒の安全について  
生徒の皆さんが通う道を実際に歩いて危険な箇所が

ないかどうか確認することも含め、登下校時の安全確

保について検討することになりました。 

 

 

 

 

３校の交流について 

清至中学校の学校紹介 

19 年４月の統合に向けて、３つの中学校では、文

化祭や生徒会活動、部活動、地域での行事等を通じ

て交流しています。各校の文化祭では、それぞれの

学校の生徒が作

った学校紹介コ

ーナーが設けら

れました。 

 

 

 

 

豊島中学校文化祭に

来ていた豊島北中学

校の生徒の皆さん 
新しい明桜中学校の 

標準服も展示されました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

明桜中学校の校章が決まりました！  

1 月 30 日（水）、清至中学校で開催された第 8 回校名等検討部会において、明桜中学校の

「校章」が決まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校施設等検討部会では、生徒の皆さんが登下校す

るのに危険な場所がないかどうか、皆さんが通う道を

実際に歩き検証を行いました。 

当日は、部会のメンバーのほか、王子警察署交通課、

北区役所まちづくり部交通担当課、道路公園課、教育

委員会事務局学務課、教育改革担当課が参加しました。 
 

〔コース〕 

①豊島北中→豊島四丁目 

→豊島区民センター 

→豊島二丁目→柳田小 

②柳田小→補助 88 号線(バス通り) 

→豊島北中 

③豊島北中→豊島六丁目→紀州神社 

→王子消防署 

 

 

「明桜」の「桜」の花の形を

主体に、「明るさ」をイメージし

ています。 

また、３つの中学校が統合して

できる新しい中学校であること

から、「３」という数を「３つの

桜の花」と「三角形」で表わして

います。 

統合推進委員会

だより

〈事務局〉 

教育委員会事務局 

教育改革担当課 

（電話）3908-9271 

（FAX）3906-8755 

（E-mail） 

k_kaikaku@city.kita.lg.jp

豊島中・清至中・豊島北中 

第４号（平成１９年２月発行） 

登下校時の安全のために 

 

部活動が終わり、

帰宅する時間帯

にあわせて、検証

しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島北校舎の施設改善と通学路の安全確保について  

学校施設等検討部会では、４月から生徒の皆さんが快適な学校生活を送ることができるように、

また安全に通学できるように、豊島北校舎の施設改善と通学路に関する要望をとりまとめました。 

これについて、教育委員会事務局で検討を行い、次のとおり対応することになりました。 

 

 

 

「豊島中・清至中・豊島北中統合推進委員会」は、昨年

７月から、新しい中学校にふさわしい学校名や校章、標準

服、校舎の改善などを検討して、３校の統合に向けた準備

を進めてきましたが、３月９日（木）に開催された第 3 回

学校施設等検討部会をもって、全ての会議を終了しました。 

これまでご協力くださいました学校関係者や町会・自治

会の皆様には、心より感謝を申し上げます。 

ありがとうございました。 

《統合推進委員会開催経過》 

◆全体会 

全２回（１８年７月、１０月） 

◆校名等検討部会 

全８回（１８年７月～１９年１月）

◆標準服等検討部会 

全６回（１８年７月～１１月） 

◆学校施設等検討部会 

全３回（１８年１１月～１９年３月）

統合推進委員会

だより

〈事務局〉 

教育委員会事務局 

教育改革担当課 

（電話）3908-9271 

（FAX）3906-8755 

（E-mail） 

k_kaikaku@city.kita.lg.jp

豊島中・清至中・豊島北中 

第５号（平成１９年３月発行） 

ご協力ありがとうございました 

《施設関係》 

○第１校舎 

教室掲示板張替え、壁塗装、廊下照明付け

替え（１階心障学級前）、廊下タイル張替え 

○第２校舎 

教室・トイレの内装工事、トイレの一部洋

式化、階段の塗装・防風フェンス設置、渡

り廊下照明設置 

○図書室の充実（書架の増設、図書の充実等） 

○正門･西門の門柱・門扉の塗装 

○備品の購入（下駄箱、心障学級用プランター、

畑作業用倉庫、校名入りテント他） 

《通学路関係》 

○補助 88 号線（バス通り） 

歩道が狭いため、周辺事業者にチラシを配

布して注意を促す予定。 

○紀州通り 

防災標識の整備。北区画街路５号線による

交通量の変化について、新たに発生する車

の流れに対し、交差点の改良や信号サイク

ルの見直しなど円滑な交通の確保のため

の対策を警察、都市機構、北区で協議済み。

○その他、カーブミラーの角度調整、街灯修

理等。

アンケートを実施しました 
現在の豊島中学校の位置に建築する予定の明桜中学校新校舎について、児童・生徒、

保護者、地域の皆さんへアンケートを実施しました。新しい校舎を建てるにあたり大

切にしたいこと、希望することなどいろいろなご意見をお寄せいただきました。あり

がとうございました。アンケートの結果は、統合後に検討を開始する予定の「（仮称）

明桜中学校新築基本構想・基本計画」の策定に活用されます。 

最終号 


