
 

  

 

                          

様々な行事を通して                     校長 小林 茂雄 

 

先月末 28日から 30日の 3日間、各学年宿泊・体験の大きな行事を無事に終えることができま

した。それぞれの学年で普段の学校生活では味わうことのできない貴重な体験と学びができたよ

うです。３年生は広島と京都で平和と歴史を学ぶ機会となり、２年生は働く現場を体験すること

で将来の自分の生き方を学ぶ機会となり、１年生は共同生活で互いを理解し、仲間と協力し、全

体で動くときに大切な集団行動の基本を身につける機会となり、どの学年もたった３日間で大き

な成長と飛躍が見られた取り組みでした。生徒の成長を見届けられることは担当した先生方にと

って教師冥利に尽きることと思います。３日間頑張ってくれた生徒諸君！本当にありがとう！ 

さて、来年は、オリンピックパラリンピックが日本で開催されます。その前に今年はラグビー

ワールドカップが日本で開催されます。ラグビーの試合が終わるときの合図は『ノーサイド』と

いうそうです。近年は『フルタイム』という言い方に代わってしまったそうですが。もともとは

両サイドに分かれて戦った両チームの選手を敵味方なく称え合うことが始まりで『ノーサイド』

という言い方をしていたそうです。 

今、どのクラスも体育祭に向けてクラス優勝、学年優勝、色別優勝など、勝負に勝つことを目

標に頑張ってきたと思います。スポーツは競い合いですから、勝つこと、記録を更新することは

必須です。しかしオリンピックもワールドカップも勝利がすべてではありません。勝つことを目

標にしながらもその過程やその試合で精一杯戦ったことを称え合うスポーツマンシップが勝敗以

上の価値があるとされています。 

生徒諸君！学年練習、予行練習ととても素晴らしい取り組みでした。是非とも明日は最高のコ

ンディションで最高のパフォーマンスを見せて体育祭を大成功に導いてください。スポーツはフ

ェアプレイと全力を出し切ることが大切です。チーム力はリーダーシップとフォローアーシップ

が要です。そして勝負の後は勝敗にこだわらず、仲間を称え合うスポーツマンシップを大切にし

てほしいと思います。スローガン『俺らが作る体育祭～新たな時代へ～』が達成されるよう皆さ

んの活躍に期待しています！ 

保護者の皆様へ、５月末から６月にかけて宿泊体験行事、第１回定期テストと限られた時間の

中で体育祭に取り組んできました。生徒たちの頑張ってきた成果を、是非ともご覧いただき、熱

い声援を送っていただきますようお願いいたします。 

 

横浜市立中川西中学校 学校だより    Vol.１５

中西便り 

＜学校教育理念＞  
 自立と貢献  健康と思いやり  対話と融和 

≪学校教育目標≫ 

 ～自分に適した生きる力を実現する子供を育てます。～ 

○より良い生き方を創るため、自ら学ぶ力を育てる（知） 
○豊かなかかわりを通して互いに認め合う心を育てる（徳） 
○自他の生命を大切にさせるとともに健やかな体を育てる（体） 
○社会の一員として貢献できる態度を育てる（公） 
○様々な人々とのコミュニケーションを通じて世界への視野を育てる（開） 
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修学旅行 318の友情を平和な未来につなげよう！  

３年生は、５月２８日～３０日の日程で修学旅行に行ってきました。今

年度は初日に原爆の被害を今なお残す広島で平和セレモニーを行いま

した。被ばくされた方の話を聞き、原爆で焼け残ったピアノを学年主任

の中野先生が演奏し、そして平和に向けての誓いと合唱を捧げました。

その後、原爆資料館見学と平和公園をガイドさんの案内で周り、原爆の

悲惨さ、戦争の愚かさを体感することができました。その後宮島に渡り、

夜は厳島神社の鳥居の夜景を堪能しました。 

そして2日目3日目は古の風景を美しく残す京都を班別、クラス別

で見学しました。どちらも外国人観光客の多さに目を奪われなが

らも『平和の大切さ』『日本の伝統』を実感し、様々な場面でク

ラスの友だちとの絆を深め、『318の友情を平和な未来につなげよ

う』のスローガンが達成できた修学旅行だったと思います。 

職 場 体 験 

２年生は、他学年が宿泊に各地に出ている間、学校近隣の事業所で職

場体験を行いました。今年度も100を超える事業所にお世話になりまし

た。職種についての希望は取りましたが実際にはすべての生徒が希望通

りの事業所で体験できたわけではありません。しかし実際に「働く場所」

を体験してみて、また職場の方々との交流の中で、「働く」ということ

についてより深く感じられたのではないかと思います。職場体験後の事

後学習では、各自レポートと、お礼の手紙を書きました。国語の授業で

も体験のスピーチを行いました。レポートの中

では、体験の前後での心境の変化や発見などが 

綴られ、一人一人が「働く」ということに関し

て真剣に考えている姿がありました。今年度も、

職場体験を実施するにあたり、地域コーディネ

ーターの方々に、数多くご尽力いただきましたことに心より感謝いたします。 

ありがとうございました。 

自然教室 Youは何しに赤城へ？～友情を深めに行くため！1年生赤城に全員集合！ 

１年生は今年も群馬県赤城へ行きました。心配されていた天候も３日間、初日に少し降

っただけで、全ての行程を計画通り無事に行うことができました。初日はウォークラリー

で自然の中を班ごとに地図と暗号を基に仲間と協力しながら楽しみました。２日目は千年

の森でPPA(プロジェクトアドベンチャー赤城)という大自然の中で楽

しみながら仲間と協力して様々な課題を乗り越えることで、思いやり、

対話、融和、協力など様々な深い学びを体験するチームビルディング

を行いました。また、夜は体育館でキャンドルファイヤーを行い、各

クラスのスタンツで大変盛り上がり、学年全体の団結が生まれました。

3日目は大胡グリーンフラワーという牧場で各自自然の中でのびのび

と過ごすことができました。この３日間の生活の成果で、仲間に声を

掛け合い自分たちで取り組む姿勢と団結力が生まれ体育祭の練習にも生かされています。 



中川ふれあいフェスタ 

５月２５日土曜日に中川駅前で中川ふれあいフェスタが

行われました。本校からはボランティア同好会が郵便局と共

催で射的やかき氷などの出店をしました。ちなみにかき氷は

４００杯近くを売り上げたそうです。また、吹奏楽のサック

スパートの３年生も中川西中吹奏楽部

の代表としてステージ演奏をしました。

休みの日にも関わらず地域に貢献する中西中生徒の活躍に感謝です。 

暑い中、お疲れ様でした。 

 

おやじの会 恒例 エアコン掃除＋更衣室改装 

 6月 2日 毎年恒例のおやじの会によるエアコンのフ

ィルター掃除が行われました。ボランティア同好会のメ

ンバーも協力して全教室のフィルターを取り外し、きれ

いにしていただきました。 

また、今年はプール前の更衣室のロッカーの一部が壊

れていたので、金属製の棚に変えるとともに更衣室全体

をきれいにペンキで塗ってくださいました。おかげでと

ても明るく清潔な更衣室に生まれ変わりました。おやじの会の皆様、ボランティア同好会の

協力してくれた皆さん！ありがとうございました。 

 

生徒による自治活動（生徒総会・生徒集会） 

６月５日(水)には令和元年の中川西中生徒総会、７日(金)には生

徒集会が行われました。生徒会は自分たちの学校生活をより良くす

るために行われる生徒主体の自治活動です。教育理念である自立と

貢献を具現化した活動でもあります。生徒総会は今年度の活動計画

や予算を生徒会本部や各委員会の代表が発表し、それに対する質疑

と決議を行います。次に昨年度の決算報告と本年度の予算の審議を

行い、いくつかの質問が出される中、議長の円滑な進行により、そ

れぞれの議案は可決されました。その後体育祭に向けて各色の応援

団長による応援歌披露と練習も同時に行い、活気ある集会となりました。 

 

７日の生徒総会では横浜市総合体育大会をはじめとするそれぞれの部活動の３年生最後の大会やコ

ンクール、発表に向けての取組と報告という形の壮行会を行いました。各部長による最後の大会に向

けた熱いメッセージで会が盛り上がりました。ちなみに私(校長)のエールはいかがでしたか？ 

 



心のなんでも相談室のご案内 

□Ｓ・Ｃ来校日 毎週水曜日 

７月予定 ３日・１０日 

□相談時間 ９時～１７時 

      事前の予約をお願いします。 

□場所 本校Ａ棟１Ｆ 教育相談室 

    （保健室となり）  

予約は下記電話番号よりお願いします。 

中川西中学校養護教諭 045-912-1270 

相談日のみ直通電話  045-911-9671 

７月１１日～ 

１８日 

 
＜花壇の会のお知らせ＞ ６月３０日（日）午後２時より多数のご参加をお待ちしております。 

 

 新学期が始まったのがつい先日のように感じら

れますが、１学期も残すところあと２０日余りと

なりました。学期の終わりには個人面談を実施し

ております。４月からの取り組みを振り返り、よ

り充実した中学校生活を送るための見通しを立て

ましょう。保護者の方にも 

お子様の学校での活動を知って 

いただき、これからの生活に 

ついての適切なアドバイス 

をお願いいたします。 

７月２２日より夏季休業に入ります。 

 体育祭終了後の学校生活も１学期のまとめとし

てしっかりと取り組んでいきましょう 

 なお、毎年夏季休業中に行っておりました文書検

定は、今年の試験日程が２学期開始後となるため、

実施いたしません。ご了承ください。 

また、８月７日から１６日までは閉庁日とさせて

いただきます。平日でも留守番電話対応となります。

学割等の発行事務もお休みさせていただきますので

ご了承ください。学割等が必要な方は学割申請書（捺

印あり）が必要となります。担任を通して必要な書類

を受け取るようにお願いします。 

東
花澤

髙階
井本

総下校　１８：００

＜８月の主な予定＞
８月７日（水）～８月１６日（金）学校閉庁日
８月２７日（火）　２学期始業式・大掃除
８月２９日（木）　教育相談開始

7/30 火

7/29 月

7/31 水

中野裕
井上

林香苗
西川

7/28 日

7/27 土
あやめ祭り

7/26 金

7/25 木

石橋
橋口

7/24 水

7/23 火

渡邊美
北村

赤ちゃんふれあい体験

髙橋
谷川

7/22 月

7/21 日

古川
宮﨑 夏季休業　～８/２６

7/20 土
参議院議員選挙

○
終業式　　一斉下校１２：１５
１５：００　再登校×7/19 金

○7/18 木 ○ 個別面談⑤

7/17 水

○ ○ 個別面談③

個別面談④
横浜こども会議　15:00 （中川西中）

7/16 火

○ ○

7/15 月

7/14 日

ワイワイまつり

○ 個別面談②○7/12 金

○

7/13 土

○ 中央委員会

7/11 木

○7/10 水

○ 個別面談①(歯科相談)

○ ①薬物防止

7/9 火

○7/8 月

○ ○
⑤授業参観
学校運営協議会

7/7 日

7/6 土

○
専門委員会
都筑区個別支援級第１回交流会

7/5 金

○7/4 木

○ ○
学家地連総会

朝○

×

⑥合唱コン・自由曲決め
一斉下校　１５：５０

7/3 水

○7/2 火

○ ○
特設委員会       PTA運営委員会
区スピーチコンテスト予選会

7/1 月

月/日 曜

○ ○

令和元年度

部
活

生徒関係・活動
昼
食

７月行事予定表


