
最優秀賞 ３年４組 走る川 

優秀賞  １年２組 カリブ夢の旅   ６組 ＨＥＩＷＡの鐘 

      ２年２組 道        ６組 君とみた海 

      ３年２組 聞こえる     ５組 あなたへ 

指揮者賞 １年８組 上 翼    ２年６組 深澤果純   ３年４組 平田菜那子 

伴奏者賞 １年６組 松下心寧   ２年２組 山田日向子  ３年７組 鶴岡 愛 

 ポスター賞 １年３組 ２年６組 ３年６組 
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励ます言葉・元気になれる言葉 

校長 安藤 比呂子 

 １１月３０日(木)戸塚西中学校合唱コンクール、日々の練習の成果が最高の歌声として会場いっぱ

いに届けられました。一年生より二年生、二年生より三年生と学年が上がるにつれ、ハーモニーも良

くなり声に重厚感が出てきて、心揺さぶられる最高の一日でした。 

３年生の面談で、今までに先生に言われた言葉で印象に残っている言葉を聞いています。その中の

いくつかを紹介します。 

「ありがとう」｢何事も努力する｣「自信をもってやればできる」「聞くは一時、知らぬは一生」 

「努力は必ず報われる」「継続することが力になる」「当たり前のことを当たり前にやる」 

「あきらめずに頑張れば必ずできる」｢どうせやるなら最後まで徹底してやれ｣などの言葉に勇気づ 

けられ、さらに頑張ろうと思ったと言ってくれました。 

「自分を励ます言葉」というキーワードで探してみたら、次のような言葉が出てきました。 

「なるようになるさ」「人は人、自分は自分」「明日は明日の風が吹く」｢人生に無駄は無い｣ 

「必ず朝は来る、開けない夜は無い」「ピンチはチャンス」「苦あれば楽あり」 

「努力は裏切らない」「笑う門には福来る」・・・などです。 

皆さんを元気にしてくれるのはどんな言葉でしょう。言葉は不思議な力を持っていて、たった一言

で、私たちに勇気や希望を持たせてくれることがあります。 

短い言葉もそうですが、詩や歌詞などにも力づけられることがあります。歌を聴いていて、元気に

なるということもあります。苦しいとき、ふっとある歌を口ずさんでいる、などということもあるか

もしれません。ストレスやプレッシャーに負けそうな時、自分の心に届く言葉は強い味方になります。

自分を励ます言葉をもっている人は、他人を励ますこともできます。仲間がつらい思いをしていると

きには、進んで声を掛けられますし、それが同時に自分自身を励ますことにもなります。 

言葉の持つ力は偉大です。たった一言で、人を励ますこともできれば、人を傷つけることもありま

す。言われた言葉には魂が宿っているともいわれます。言った本人は忘れていても、言われた方は一

生涯その言葉を背負っていて絶対忘れない。それだけ言葉は難しいのです。だから言葉は大切に使わ

なければならないのです。皆さんも自分を「励ます言葉・元気になれる言葉」をもつようにしてくだ

さい。言葉一つで世の中が違って見えるのを実感できると思います。 

保護者の皆様、今年一年お世話になりました。皆様良い年をお迎えください。 

～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 12月 12日(火)発行 

TEL:048-298-0088


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 12月の予定 
日 曜 日程・行事 

1 金 
3年三者面談(時間割変更 1/2/5/6/3/4) 

3年午後授業カット PTA理事会(15:30) 

2 土 
 

3 日 川口マラソン(特別支援学級生徒参加) 

4 月 3年三者面談(3年午後授業カット) 

5 火 全校朝会 1年夢わーく事業所打合せ(5/6限) 

6 水 
 

7 木 期末短縮 40分授業(～15日) 学校保健委員会(15:00)           

8 金   

9 土 戸塚地区 7校レクリエーション大会(戸塚北小) 

10 日    

11 月   

12 火 専門委員会 

13 水 2年生書初め実技講習会 

14 木 3年三者面談 

15 金 三送会実行委員会① 

16 土 
 

17 日 
 

18 月 
期末短縮 50分×４限(18～20日)  

期末保護者会(14:30 1年,2年,特支) 

19 火 1年書初め実技講習会 時間割変更(1/2/5/6) 

20 水 給食最終日 時間割変更(3/4/5/6) 

21 木 学年集会 大掃除 ふれあいデー 

22 金 終業式 ３年成績記録通知表配布 

23 土 天皇誕生日 

24 日 
 

25 月 冬季休業日(～1/8) 

26 火 川口理科オリンピック 

27 水 
 

28 木 
 

29 金 
 

30 土 
 

31 日 大晦日 

部活動終了時間(16:55) 完全下校(17:15) 

○今年度全国学力学習状況調査及び埼玉県学力
学習状況調査の結果について 

 年度当初に行われた全国及び埼玉県の学力、学習状況調

査の結果について、全国・県・市との比較において、以下

の通りの結果でした。この結果を受け、今後も授業改善や

指導の見直しに取り組んで参ります。 

☆全国学力学習状況調査（３年対象） 

 
埼玉県平均 全国平均 

国語 A（主として知識） やや上回る ほぼ同様 

国語 B（主として活用） やや下回る やや下回る 

数学 A（主として知識） ほぼ同様 やや下回る 

数学 B（主として活用） やや下回る やや下回る 

☆埼玉県学力学習状況調査（全学年対象） 

  川口市平均 埼玉県平均 県平均 

１年 
国語 上回る 上回る 

数学 やや上回る ほぼ同様 

２年 

国語 やや上回る 上回る 

数学 ほぼ同様 やや上回る 

英語 上回る 上回る 

３年 

国語 上回る 上回る 

数学 やや上回る やや上回る 

英語 下回る 下回る 

☆県学力学習状況調査においては、特に「学力の伸び」を
見ています。学校としては、平均との比較だけでなく、
この「伸び」を高める指導に取り組んでまいります。 

○1月の予定について（主なもの） 
・１月９日（火）  始業式 

・１月１０日（水） 川口の元気夢わーく(1年) 

・１月１０日（水） 南部校長会テスト(3年) 

・１月２０日（土） 新入生制服採寸[武道場] 

・１月２２日（月） 私立入試集中日 

・１月３０日（火） 新入生保護者説明会 

 
 
◎新人体育大会（県大会）の記録 
○卓球男子団体【敢闘賞（ベスト８）】 
 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 
○新体操総合【２位】 
 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 
○ハンドボール男子団体【準優勝】 
 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 吉澤昊 
◎女子バスケットボール選抜選手 
【Ｕ１４南部地区選抜選手】髙橋沙奈 宍倉帆奈 山田七星 
【Ｕ１３南部地区選抜選手】阿部彩乃 
【Ｕ１４川口市選抜選手】 髙橋沙奈 宍倉帆奈 
【Ｕ１３川口市選抜選手】 阿部彩乃 岩澤菜月 
◎川口市民体育祭 陸上女子３０００ｍ【３位】小澤彩乃 
◎川口市民ロードレース大会 
・１年女子３０００ｍ   【６位】稲田汐里 
・２年女子３０００ｍ   【５位】小澤彩乃 
・３年男子３０００ｍ   【６位】渡部竜也 
◎川口市駅伝競走大会  
・男子総合【３位】 
 渡部竜也 法橋耀大 森碧大 市川太陽 弓納持昂士 比留田優 
・女子総合【４位】 
 小澤彩乃 稲田汐里 寺内文音 新田つぐみ 山田七星 

 
 
【区間賞：男子３区】 森碧大 
◎ソフトテニス男子 蒼穹杯争奪【準優勝】 
 多羅澤厚志 髙橋遼大 
◎川口市児童生徒科学展  
【最優秀賞】桑原希武 他２１名 
◎北足立地区科学教育振興展覧会地区展 
【最優秀賞】桑原希武 他２１名 
◎埼玉県科学教育振興展覧会【優良賞】 
 桑原希武 池田圭祐 島根春七 安田広大 山岸裕明  
 阿部夏澄 大川彩花 小堤元太 石川悠介 大島崇暉 
 長澤優奈 大西真弥 田久保奏汰 山田日向子 山田怜雅 
 工藤紘也 遠藤楓 吉野美生 前林航 茂木優也  
 兼子陽樹 久保秀介 
◎社会：税についての作文 
【川口市租税教育推進協議会長賞】加藤里奈 
【公益社団法人川口法人会長賞】初鹿希帆 
◎国語：川口市小中学校読書感想文コンクール【入選】 
 美濃碧 山上彩夏 田村優衣 山田日向子 下山佳南  
 根本さくら 仙田菜緒 
◎技術：第 48 回市村アイディア賞 
【佳作】多羅澤厚志 
【努力賞】後藤笙歌 
◎保健：「いい歯の表彰」【3 年間虫歯・歯肉炎なしの生徒】 
 早舩杏奈 髙瀬嵐士 塙侑奈 北川かれん 福田詩織 

戸塚西中学校 栄光の記録（新人体育大会） 


