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準備を怠らない 

校長 安藤 比呂子 

 １０月からは陸上競技は、トラック競技から駅伝へと変わる時期です。そんな中、本校では長距離

走大会に向けての取り組みが始まっていました。今年の校内長距離走大会は、体育科の工夫により、

校外には出ずに校内を隈なく使ったコースを体育の時間から練習し、１０月２０日に向けて取り組ん

できましたが、当日はあいにくの雨のため、中止となってしまいました。保護者の皆様には、生徒た

ちの勇姿を見ていただくことができず残念でした。 

 川口市中学校駅伝競走大会 男子３位、女子４位 

夏からの練習を積み重ね一人一人が各自の力を精一杯出して、一本のたすきをつなぎました。 

苦しくなっても自分たちが練習してきた力以上を出し切ろうと一人一人が最後まで必死に走って

いる姿に感動をもらいました。さらには、「ラストー。まだまだいける」｢いい感じだよ｣「前につい

ていけ」などの声かけにも、苦しい中にもかかわらず「はい」と返事を返したり、アイコンタクトが

あったりして、さらにスピードを上げようとしている選手がほとんどでした。一生懸命がんばってい

る姿を目の当たりにして、《一生懸命はかっこいい》《強さは美しい》とはこういうことだなと再確認

しました。戸塚西中生のあきらめない姿がここにもありました。 

科学部中央展：優良賞 

北足立南部に出展していた作品が、５４点中７点に選ばれ中央展に出展することになりました。昨

年からザリガニの生態や竹林の中の竹の子の成長等を観察してきた日々の積み重ねが選ばれたこと

になります。根気よく研究して行くことの大切さを教えられた気がします。１０月２８，２９，３０

日の中央展では優良賞をいただき、科学部の生徒たちもさらに研究への意欲を燃やしています。 

 

今、３年生との面談を行っています。「将来の夢」を聞くと「人の役に立ちたい」とか「人とかか

わる仕事につきたい」という生徒が多くいます。ぜひ参考にしてほしい言葉を紹介します。 

 

元プロ野球、伝説の打撃コーチ  高畠導宏氏 

    伸びる人材の共通点７項目          

１ 素直であること 

２ 好奇心旺盛であること 

３ 忍耐力があり あきらめないこと  

  ４ 準備を怠らないこと 

  ５ 几帳面であること 

  ６ 気配りができること 

  ７ 夢を持ち目標を高く設定することができること 

(日本でもっとも人材を育成する会社のテキスト 酒井穣より抜粋) 

～花と緑と心ふれあう学び舎～ 

 住所:川口市西立野 1000 

 TEL:048-298-0088 FAX:048-298-0093 

 さわやか相談室   TEL:048-298-0426 

平成 29年 11月 7日(火)発行 
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11月の予定 

日 曜 日程・行事 

1 水 学校公開週間(～11/7･11/11) 

2 木 生徒朝会 進路説明会(15:00) 

3 金 文化の日 

4 土 県駅伝大会 新人県大(新体操) 

5 日 新人県大(ハンド)  

6 月 表彰集会 

7 火 専門委員会 新人県大(ハンド) 合唱 1年リハ 

8 水 合唱 2年リハ 新人県大(サッカー・ハンド) 

9 木 特支校外学習 合唱 3年リハ 

10 金 新人県大（ハンド) 

11 土 
学校公開日(月曜授業) 歯科指導(1限:1年特支)  
薬物乱用防止教室(5限) 新人県大(女バスケ) 

12 日 新人県大(サッカー) 

13 月 振替休業日(11/11) 新人兼県民(バスケ) 

14 火 
埼玉県民の日 新人県大(サッカー/女バスケ) 
テスト前部活動中止(～11/21) 

15 水 新人県大(女バスケ) 2年合唱リハ 

16 木 3年合唱リハ 

17 金 新人県大(サッカー) 

18 土     

19 日 新人県大(サッカー) 

20 月   

21 火 期末テスト 1日目 

22 水 期末テスト 2日目 3年三者面談 

23 木 勤労感謝の日  

24 金 3年三者面談 

25 土     

26 日     

27 月 3年三者面談 2年合唱リハ 

28 火 3年三者面談 1年合唱リハ 

29 水   

30 木 合唱コンクール 

彩の国教育週間について 
 今年も 11月 1日から 7日までの土日祝日を除

く 1週間、「彩の国教育週間」として、保護者の皆

さまと地域の皆さまに学校を公開し、自由に授業

を見ていただく事業を行っているところですが、

今月 11日の授業参観も学校公開の一環として地

域の皆様にも広く公開しています。ぜひともご来

校をお待ち致しております。 
 
【日時】11月 11日(土) 8：50～17：00 

【場所】戸塚西中の各教室および活動場所 

【持ち物】上履きおよび上履き入れ 

【備考】 

・この日の時間割は本校月曜日の５時間授業とな 

っております。 

・ご来校時、受付で氏名のご記入をお願いします。 

・簡単なアンケートをご用意しております。本校

の教育活動に対するご意見等をご記入下さい。 

「中学生学力アップ教室」について 
 今年度昨年度に引き続き、本校にて、国語・数学・

英語の基礎的・基本的学力の向上をねらいとした

「学力アップ教室」を行います。11 月～12 月の土

日や冬季休業日、本校３学年教室を利用し、外部の

指導者をお招きしての学習会となります。対象生徒

は３年生とし、こちらより声をかけていますが、も

し参加の希望がありましたら学年の先生または教

務までご連絡ください。 

【開催日時】全て 9：00～11：00の２時間 

 11月は 4・5・12・25日  

 12月は 2・9・10・16・17・25・26・27・28日 

 （会場は 3年 1～3組の教室で行います） 

 
 
○サッカー     【優勝：県大出場】 
八木下海 小名坂航平 浅野竜輝 中山千汰 川上浩希  
湯原昴矢 三浦海斗 島根響 林原史聖 家山悠基 本山遥樹 
後藤至佑 澤井佑磨 柳瀬光汰 猪瀬洸希 加藤裕也  
塩田隆一郎 日比谷亮平 石塚琉天 喜友名泰輝 

○女子バスケ   【3位：県大出場】 
髙橋沙奈 山田七星 宍倉帆奈 新田つぐみ 近藤菜月  
髙木陽菜 川崎美羽 桐山恵 木村美月 加藤椿沙都  
味澤夏希 青木美侑 小川璃音 吉岡柚紀 長﨑日和  
阿部彩乃 藤田紗良 岩澤菜月 高草木凛 

○女子バレー   【3位】 
鈴木紗江 小澤彩乃 中山碧 石神彩桜 豊田千紗 千坂咲椰 
前田夏彩 長沼磨季 西尾空 菊地礼乃 矢吹桜 吉野有咲 

○男子ハンド   【2位：県大出場】 
玉川晴 仁平遥翔 廣野礼 種田颯平 山﨑亮哉 今田倫暉 
小湊悠 大島琉希 岡山智幸 佐藤翼 太田啓翔 宮崎雅也 
清水涼貴 惣万七星 竹中慎之助 

○女子ハンド   【２位：県大出場】 
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 鈴木陽香 増田結 横尾優季 
上原陽月 佐々木彩寧  小林彩夏 赤羽優和 

○体操団体総合【２位：県大出場】 
  橋本菜々実 佐山由栞 早船凪咲 下門梨桜 
  
 

  
 
体操個人総合 【２位】下門梨桜 
    〃種目別ゆか 【２位】下門梨桜 
    〃種目別跳馬 【２位】 下門梨桜 
〃団体総合  【２位：県大出場】 
松本光真 松本風真 上翼 

○新体操団体総合【2位：県大出場】 
福田朋佳 プライス・シャンティ 加藤羽乃 田原くるみ 
松本そら 

○男子卓球団体 【２位：県大出場】 
上田博之 及川留佳 打田輪 亀山潤大 上原孝太  
熊谷勇人 安田恭瑛 樋口智也 森田樹 高野泰輝 
〃個人シングル【優勝：県大出場】 及川留佳 

      〃    【３位：県大出場】 上田博之 
〃個人ダブルス【２位：県大出場】  
打田輪 上原孝太 

○女子卓球団体 【３位：県大出場】 
 下山佳南 齋藤万里奈 浜本音 岡安さくら 伊藤優花 
佐藤優 菅原美優 中村李々 鈴木莉乃 小池彩花 
〃個人ダブルス【２位：県大出場】 中村李々 小池彩花 
〃        【３位：県大出場】 浜本音 岡安さくら 
〃        【５位：県大出場】 下山佳南 齋藤万里奈 

○女子ソフトテニス下級生大会【３位】 
  角田姫香 山崎葉月 
            ※その他表彰に関しては 11月号にて 

戸塚西中学校 栄光の記録（新人体育大会） 



 


