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              学年行事、大会を通して日々成長 

 

校長 安藤 比呂子 

 ３年生修学旅行 「歴史と楽しめ、我らの改新」を目標に、２泊３日の京都・奈良の修学旅行で

した。１日目奈良方面、２日目のジャンボタクシーでの班別行動、３日目クラス別行動と全体が一

緒にいるのは、行き帰りの新幹線とホテル内だけという状況で、それぞれがクラスでの行動と班で

の行動でした。体調を崩した生徒が３名いましたが、目標達成にむけて実行委員を中心に取り組み、

成長した姿を見せてくれました。 

 １年生校外学習 成長した顔つきがうかがえます。 

 「友☆楽」という目標を掲げ、時間を守り、自分たちで楽しむための約束作りから始まった、ク

ラスの絆つくりの一日でした。 パン作りにバーべキュー、動物とのふれあい、遊具での楽しみと

盛りだくさんでした。パン作りでは、粘土細工のように一人で黙々と作っていました。バーベキュ

ーでは、野菜を切る係り、網の上で焼く係りと班で協力しての食事作りでした。薫炎のあがる中、

バーベキューの豪快さとアウトドアでの食事を楽しみました。行事を通して学び、成長したことで

今後の学校生活を充実したものとしてほしいです。５月２０日道徳 副読本の題材になっている。

ドクター堀先生をお招きしての講演会がありました。 

２年生水上自然教室に向けて ８月３日から始まる水上自然教室へ向けた保護者会が終わり、い

よいよ動き始めました。本校は、８クラスなので、４クラスごとの２隊に分かれての実施になりま

す。 川口を離れた自然の中での生活で仲間と寝食をともにして、社会性やコミュニケーション力

をつけ、さらには、仲間との絆を深め、いつも一緒に生活している保護者や家族への感謝の気持ち

が自然教室を通じて育ってくれるよう取り組んでいます。 

 学校総合体育大会 ６月２２日から市内大会が始ま 

り、各会場で熱戦が繰り広げられました。日々の練習 

の成果を存分に発揮していました。緊迫した対戦相手 

との一戦一戦を勝ち上がるにつれ、技術面だけでなく 

チームワーク、集中力、忍耐力、克己心等の精神面の 

成長を見せてくれました。剣道部女子団体の優勝に始 

まり、女子個人戦優勝、卓球部男子団体準優勝、女子 

３位、個人戦の県大会出場、サッカー部優勝、女子バス 

ケット部準優勝、女ソフトテニス部団体３位、ハンドボ 

ール部男子優勝、女子準優勝、体操男女団体準優勝、新 

体操団体準優勝と素晴らしい結果を残しました。個人戦 

でもがんばった生徒が多くいます。県大会に向けてさら 

に精進してくれることと思います。暑い中、保護者の皆 

様には応援をいただきありがとうございました。 

～花と緑と心ふれあう学び舎～ 
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７月度の予定 
日 曜 日程・行事 

1 土     

2 日   

3 月 期末テスト 1日目 

4 火 期末テスト 2日目 

5 水 陸上大会 期末短縮 40分授業(～11日)  

6 木 期末短縮 40分授業 火曜時間割 水泳大会 陸上大会  

7 金 期末短縮 40分授業 水泳大会 PTA常任理事会 

8 土     

9 日     

10 月 期末短縮 40分授業 地域学校保健委員会(戸塚南小) 

11 火 期末短縮 40分授業 生徒朝会 木曜時間割 3年先輩の話を聞く会(5,6限) 

12 水 期末短縮 50分×④（～18日） 

13 木 
期末短縮 50分×④ 期末保護者会(14:30)  

3年高校の先生の話を聞く会(1～4限) 

14 金 期末短縮 50分×④ 漢検 体操部県大会 

15 土     

16 日 体操部県大会 

17 月 海の日  

18 火 体育祭集会 給食最終日 

19 水 大掃除(3限) 

20 木 終業式 

21 金 夏季休業日開始 三者面談期間(～8/31) 救命講習会(9:00) 

夏季休業日（7/21～8/31）の主な予定   

・特支水上自然教室（7/23～25）・1,2年 1日登校(8/25) ・3年南部校長会テスト(8/30) 

 

２年生水上自然教室 

(８月２日～４日・４日～６日) 

「魅せろ 戸西魂 いざ水上へ！」を

テーマに、現在２３期生は水上の大成

功に向け準備に取り組んでます。戸塚

西中は学校規模も大きいため、学年を

２隊に分けます。また今年度は夏季休

業中で準備も大変ですが、生徒一人一

人にとって最高の思い出となるよう、

全力で準備してまいります。 

３年生先輩の話を聞く会(7/11) 

３年高校の先生の話を聞く会(7/13) 

 先輩の話を聞く会は、3 年生対象

で、卒業生の話を聞き、進路を考える

手助けとしていきます。高校の先生の

話を聞く会は、前半が全体進路説明

会、後半高校の先生の話を聞く会とな

り、各高校ごとに会場が分かれます。

進路を考える良い機会となればと思

います。 

戸塚西中学校栄光の記録 
◎陸上部【全日本通信陸上競技大会川口予選会】奨励１５００ｍ４′４０″４ ２位 杉谷大輔 

◎サッカー【第３１回川口カップ】優勝  齋藤真 神原洸汰 中島蒼太 藤城龍之介 三井涼雲 大橋剣心 小坪昂平 加藤匠 中込翔 

     葛岡孝大 藤田大輝 小林佑 湊柊吾 小名坂航平 淺野竜輝 本山遥樹 栁瀬光汰 塩田隆一郎 

◎男子ハンドボール部【第５回県スプリングカップ藤商杯争奪戦】優勝 ※メンバーは下記学総と同じ 

◎女子ハンドボール部【第５回県スプリングカップ藤商杯争奪戦】優勝 ※メンバーは下記学総と同じ 

◎将棋部【川口市立中学校春季将棋大会】1 学年の部 1 位 加藤慎矢 2 位 小谷野修 3 位 原瑞樹 3 位 三塚淳平 

【学校総合体育大会】 

◎サッカー    優勝（県大会出場） 

    齋藤真 吉田開 神原洸汰 中島蒼太 藤城龍之介 三井涼雲 大橋剣心 小坪昂平 木場琳久 加藤匠 中込翔 平川大朗  

    葛岡孝大 永山宜啓 藤田大輝 小林佑 湊柊吾 本山遥樹 栁瀬光汰 塩田隆一郎 

◎バスケット女子 準優勝（県大会出場） 

    中辻巴乃 山上彩夏 菱沼夏菜 板東青澄 山田彩加 平山瑠菜 松嵜花奈 水島杏 荻島伶奈 水口さくら 飯田春菜 

    渡邉瑚花 山田七星 髙橋沙奈 宍倉帆奈 近藤菜月 高木陽菜 

◎ソフトテニス女子団体 3 位 

    岡部愛優 山本瑛里奈 宮城真央 星野桃花 荒井梨理花 中村紗也香 鈴木ゆか 近藤芽生 

 〃下級生大会  準優勝 長迫杏奈・深澤果純ペア 3 位 立壁怜奈・出野七海ペア 

◎卓球男子団体  準優勝（県大会出場） 

    大鶴康祐 橋本錬 新橋涼平 土屋拓真 田井俊宏 田村佳也 三上遼 斉藤宰 岡田歩允 上田博之 

 〃個人シングル 準優勝 上田博之（県大会出場） ５位 土屋拓真（県大会出場） 

 〃個人ダブルス 準優勝 新橋涼平・岡田歩允組（県大会出場） 

◎卓球部女子団体 ３位（県大会出場） 

    井口舞優 横須賀莉奈 中務愛子 池田かんな 河村真心 井上琴実 渡邉遥香 小針紬 齋藤万里奈 下山佳南 

 〃個人ダブルス ３位 池田かんな・横須賀莉奈組（県大会出場） 

◎剣道女子団体  優勝（県大会出場） 岩井里紗 白石琴音 石川瑚都 矢貫梨沙 福田詩織 吉永晴香 祝部真子 

 〃   個人  優勝 白石琴音（県大会出場） ３位 石川瑚都（県大会出場） ９位 矢貫梨沙（県大会出場） 

◎体操男子団体   準優勝（県大会出場） 小山拓海 泉陽登 松本風真 松本光真 

◎体操女子団体   準優勝（県大会出場） 五十嵐鈴乃 田中佳緒 地村渚沙 佐山由栞 

 〃 女子個人  3 位 下門梨桜 

◎新体操団体    準優勝（県大会出場） 大村梨々香 熊谷遥菜 樋口菜々子 加藤羽乃 田原くるみ 

◎ハンドボール男子 優勝（県大会出場） 

    赤羽洸星 長岡倫之進 大島諒真 山口丈翔 若園瑛弘 西野来希 関根崚八 小澤輝士 渡部竜也 三本木善 鎌田大智 

     須藤瑞生 笠倉由開 佐山佳樹 牛込力 中村一葵 日野政人 奥田将生 

◎ハンドボール女子 準優勝（県大会出場） 

    豊田奈那実 岡田涼美 馬場愛璃 持田絢音 高草木明 酒井ひなの 吉田芳 住吉梢 曽根舞子 奥田茉緒 礒部美緒 槇仁那  

    五十嵐真愛 肥留間ゆつき 赤羽優和 

※陸上部・水泳部等の結果については、次号にて掲載致します。 


