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＜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）

「今、君にできること」
校長 小林 茂雄
今年の夏も３年生の最後の夏の闘いを見させていただきました。今年は頑張って 23 か所全 34 試合
を応援・参観させていただきました。それでも応援に行けなかった部活の皆さん本当にごめんなさい！
夏休み前から始まった市大会。今年はどの部活も頑張ってとても惜しい試合が続きました。自分た
ちの力を発揮する前に相手のペースに巻きこまれてしまった試合もありましたが、どれも本当に素晴
らしい試合でした。市大会 1 回戦で負けてしまった部活。市大会から県大会へ勝ち進んだ部活。全国
まで進んだ部活。会場の雰囲気や大きさは変わってもどの試合のどの場面も、3 年生の 3 年間の気合の
こもった一つひとつが目に浮かんできます。気迫のこもったプレーを見ると「このワンプレーのため
に 3 年間頑張ってきたんだな」と感じ、胸が熱くなります。苦しい練習も辛い試合も仲間と共に声を
掛け合い、励まし合って乗り越えてと思います。その場で出場・出演して活躍できた人、その活躍を
支えてくれた仲間、活動を支えてくれた先生、そして何よりたくさんの保護者の方の支援と熱い応援、
その場に一緒にいられることに感謝でいっぱいでした。本当にありがとうございました。
いよいよ今日から 2 学期。2 学期は一番登校日数の多い学期で今年は 8 月 27 日から 12 月 25 日まで
121 日。但し、土日祝日を除くと 83 日です。さてその長い学期をどう過ごすか？2 学期は文化祭があ
ります。1 年生は職業講話(ｷｬﾘｱﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾞｨ)があり、2 年生は校外学習、3 年生は外部の人たちによる面
接練習などがあります。特に 3 年生は進路を本格的に決める学期でもあります。そんな中で…
1 学期皆さんには「その場で咲ける花になろう。
」という話をしました。1 学期皆さんはそれぞれの
場で本当に様々な花を咲かせてくれました。そのおかげで様々な行事は本当に盛り上がり、結果とし
て皆さんの中にはとてもいい思い出ができたと思います。
では 2 学期の 82 日間は、一つ先に進んで「今、自分に何ができるか？」を意識してください。
授業で、クラスで、部活動で、委員会や係活動で、どうしたら集団が良くなるか？
自分のため、友達のため、クラスのため、学校のため、将来のために
何ができるか？
何ができるかの目標はそれぞれです。立場や状況で同じ場合もあれば、それぞれ全く違うこともある
でしょう。誰かに言われたからやる！任されたからやる！なんて小さな志でなく。他のために、自分
自身の成長のために自分から積極的に自立と貢献を目指そう。
だからいつも問い続けてほしい「今、自分に何ができるか？」
その問いに対して前向きに取り組んだ時、きっとそれぞれの先には素晴らしい未来が待っていると
思います。2 学期の皆さんの活躍に期待しています。

夏の部活動結果・活動記録
本年度も夏休み前から運動部は全国につながる横浜市総合体育大会が各種目で行われました。また、それ以外でも吹
奏楽・合唱部のコンクールなど様々な活動に参加し、賞状をもらいました。もちろん部活動以外でも各同好会や外部で
様々な活動を行っている中西生がいました。頑張ったみなさん！本当にお疲れ様でした。また、応援してくださった先
生方・保護者の皆様ありがとうございます。(全活動の写真が載せられなくて申し訳ありません・・・)
＜部活動＞

サッカー部

市総体出場

野球部

市総体出場

陸上部

都筑区中学校陸上競技大会

男女総合優勝

神奈川県選抜大会
男子共通１１０ｍＨ 菅野新太郎

４位

男子共通走り高跳び 北川 光平

１位 全国大会出場決定

女子共通１００ｍＨ 佐藤 優李迦 ３位 全国大会出場決定
女子共通走り高跳び 馬場 蓮

８位

女子共通砲丸投げ

鍋山 陽郁

８位

男子３年１００ｍ

鈴木 諒

６位 全国大会出場決定

男子共通２００ｍ

鈴木 諒

６位 全国大会出場決定

男子共通４００ｍ

菅野新太郎

７位

神奈川県通信大会

男子共通４×１００ｍＲ 石倉・鈴木・菅野・中島 １０位
女子共通１００ｍＨ 榎 佑依 ９位

佐藤 優李迦

４位

全日本中学校陸上競技選手権（全国大会）
男子共通１００ｍ

鈴木 諒

予選通過 準決勝出場

男子共通２００ｍ

鈴木 諒

予選通過 準決勝出場
ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場決定

女子共通１００ｍＨ 佐藤 優李迦 予選出場
男子共通走り高跳び 北川 光平

ソフトテニス部男子

市総体団体３位 県総体出場
小島・藤尾ペア 市総体個人 3 位
佐藤拓・細川ペア 個人出場
横浜市民大会 中学生個人の部
井田・小島ペア 優勝

ソフトテニス部女子

市総体団体 ベスト３２

ハンドボール部男子

市総体５位 県総体出場

ハンドボール部女子

市総体５位 県総体ﾍﾞｽﾄ４

予選出場

バスケットボール部男子

選手権大会 第 1 ブロック第 1 代表
選手権大会 ベスト１６
区大会

準優勝

市総体 ３回戦出場
バスケットボール部女子

選手権大会 第 1 ブロック第２代表
選手権大会 ベスト１６
区大会 準優勝
市総体 ５回戦出場

バドミントン部男子

市総体ﾌﾞﾛｯｸ予選男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 伊藤 大真 ３位
市総体ﾌﾞﾛｯｸ予選男子ダブルス 井本・曽篠ペア 準優勝
市総体ﾌﾞﾛｯｸ予選男子ダブルス 加納・村井ペア ３位
市総体男子団体 ５位

バドミントン部女子

県総体 ベスト１６

ＪＯＣ市予選女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 林 美祐 出場
女子ダブルス 吉野 愛・竹本 絢葉ペア 出場
市強化リーグ 女子団体 部分け戦Ｊリーグ ３位

剣道部男子

区総体 出場 第５ブロック大会 出場

剣道部女子

区総体 出場 第５ブロック大会 出場

吹奏楽部

市コンクール 銅賞
地域の夏祭り
(すみれ祭りプレイベント、すみれ夏祭り、
牛久保西夏祭り)で演奏
都筑区音楽会 参加
TBS こども音楽コンクール横浜地区大会 優良賞

合唱部

NHK 国学校音楽コンクール神奈川県予選Ａ 奨励賞
都筑区音楽会 参加
美術部

横浜市中学校美術部展 映像賞

科学部

市科学作品展 準備

＜同好会・その他のコンクール・大会等＞
・ボランティア同好会 ワイワイ祭り・あやめ祭り・すみれ夏祭り 参加
・水泳同好会
市総体

県総体

男子 １５００M 自由形

第２位 澤井巴琉

女子

４００M 自由形

第２位 藤原杏

１００M 背泳ぎ

第７位 神野希優

２００M 背泳ぎ

第７位 森田悠花

１００M 自由形

第５位 内野初紀

男子 １５００M 自由形

第４位 澤井巴琉

女子

第２位 藤原杏

１００M 自由形

第７位 内野初紀

４００M 自由形

全国関東中学校水泳競技大会県予選会
男子 １５００M 自由形

第４位 澤井巴琉

女子

２００M 自由形

第１位 澤野莉子

２００M 個人メドレー

第１位 澤野莉子

４×１００M フリーリレー 第４位 澤野・藤原・森田・内野
４×１００M メドレーリレー第８位 森田・澤野・藤原・内野
女子総合

第３位

全国中学校水泳競技大会
女子

２００M 自由形

第１位 澤野莉子

２００M 個人メドレー

第１位 澤野莉子

４×１００M フリーリレー 第６位 澤野・藤原・森田・内野
神野・ウエンガー
女子
・新体操

総合 第４位

塚本あやね：市総体 12 位 県大会出場

・第７０回横浜市中学校生徒英語弁論大会 麻生 治彦：予選会通過 本選出場
・高円宮杯 第７１回全日本中学校英語弁論大会

勝俣 春紀：横浜ﾌﾞﾛｯｸ予選会通過 県大会出場

・よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト 山岸 春菜：都筑区審査会出場

赤ちゃんふれあい体験
本校では毎年「赤ちゃんふれあい体験」を実施しています。
今年は夏休み直後の７月２４日（水）午前に、妊婦さんは粂先生を含み２
人、赤ちゃんとお母さんは産休中の山﨑先生を含む１８組、都筑区福祉保健
センターの職員の方々４名をお迎えし、参加生徒約４３名に PTA 役員の保護
者の方 17 名と共に第２音楽室で行いました。
最初に福祉保健センター職員の方と助産師さんから「命の大切さ」について
のお話を伺い、妊婦さんから実際に子供を授かって、生まれて来るまでの期間の思いや体験のお話を
伺い、最後におなかの中のあかちゃんの心臓の音を実際に聞きました。
次に１８組のお母さんと赤ちゃんを囲み、グループに分かれて実際に赤ちゃんを抱っこしたり遊ん
だりしました。また、お母さんたちから育児の大変さや赤ちゃんを授かった喜びの声を聞かせていた
だきました。
最後にお母さんたちから伺った話を参考に、育児の一日やかかるお金につい
てまとめてグループごとに発表し合い、保健師さんから講評もいただきました。
命が生まれてくるまでの大変さや、赤ちゃんの育てていくために大切なことな
どを直接学ぶとても良い機会になりました。大変暑い中ご協力いただいた赤ち
ゃん、お母さん、福祉保健センターの皆さん、PTA役員の皆様、本当にありがとうございました。

テニスコート改修工事終了
夏休みに入り、テニスコートの

心のなんでも相談室のご案内

人工芝張り替え工事を行いまし
た。これまで使っていた人工芝を
すべてはがし、新しいものに張り
替えました。芝の上に砂を置いて
固めてあるので、今までとあまり
変わらないように見えますが、排水設備と支柱を支える支柱穴

□ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 毎週水曜日
９月予定 ４日・１８日・２５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）

も更新しました。周囲の植栽の整理もしていただきました。
今まで、雨が降ると水がたまったり、ボールが植栽に埋まり
見失ったりしていましたが、改善されると思います。常にメン
テナンスに気を配り、大切に使いましょう。

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

９月の花壇の会は９月２９日（日）１４：００からの予定です。多数のご参加お待ちしております。

