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キープオンゴーイング 

校長 安藤 比呂子 

 新年明けましておめでとうございます。 

 新しい年が皆様にとって良い年でありますように願って

おります。 

 昨年は、本校の教育活動に多大なるご支援、ご協力をいた

だきましてありがとうございました。 

 「一生犬命 元気に 駆け回るんだ ワーン」 

教職員 一同がんばってまいりますので、本年もどうぞ 

よろしくお願いいたします。 

                   

 １０５歳でなくなった医師、日野原重明先生(聖路加国際病院)の著書｢生きていくあなたへ｣から 

 「ありのままに、あるがままに、キープオンゴーイング」 

  名誉、お金、地位、他人からの賞賛、そういうものに囚われていると、ありのままの自分と 

いうのはすぐに見えなくなってしまいます。ありのままに生きるということは、飾ることなく、 

人からの評価に左右されることなく、自分に与えられた能力、環境を、自分がやるべきことのた 

めに使うという、難しいようでシンプルな働きなのです。人と人とのかかわりの中でありのま 

まに生きるということは難しいことです。そして、ありのままでいるためには、もうひとつ大切 

なことがあります。無理をしない、「あるがまま」でいることです。ありのままでいられないと 

きというのは、こうありたいという理想の自分や、こうあってほしいと願う環境と現実との間に 

差が生じ、悩んでいるという場合が多いのではないでしょうか。 

 今日も生きさせていただいている。そう実感する日々の中で、新たな目標を問われ、真っ先に 

考えるのは、いただいた命という残り少ない時間をめいっぱい使って、人のために捧げるという 

ことです。そして、その過程で、未知なる自分と向き合い、自己発見をすること。それを最後の 

最後まで絶え間なく続けて行くということです。そのためには、これからも何度も何度も苦難に 

あうでしょう。でもその苦しみが大きれば大きいほど、きっと自分には大きな自己発見がある。 

それを越えてなお、自分の時間を人々に捧げる。その喜びは苦難と比例して大きなものであると 

信じ、ただただ、ありのままに、あるがままに、キープオンゴーイングです。 

 

 人生には往復切符は発行されていません。一度出発したら二度と戻ってこられません。だから、 

今の瞬間が貴重なのです。この瞬間を大切にし、自分の意思で生きなくてはもったいないことで 

す。自分がふれあった町、自分とふれあった仲間や人々との絆をつなぐことです。 

「私は生きた」という手ごたえのある人生のために今を大切に生きましょう。 そして、最後に 

｢ありがとう｣といえる生き方ができるようにしたいですね。 

 

～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 
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1月の行事予定 

日 曜 日程・行事 

1 月 元日 冬季休業日 

2 火  

3 水   

4 木   

5 金   

6 土   

7 日   

8 月 成人の日 

9 火 始業式 １年夢わーく事前指導 

10 水 夢わーく① 南部地区校長会テスト 給食開始 

11 木 夢わーく② 発育測定(3,2年)    

12 金 夢わーく③ 

13 土 ハンドボール春季全国予選① 

14 日 ハンドボール春季全国予選② 

15 月 発育測定(1年,特支) 

16 火 三送会実行委員会② 

17 水   

18 木   

19 金 専門委員会 ふれあいデー 

20 土 新入生制服採寸(10:00武道場) 

21 日     

22 月 生徒議会 私立入試集中日 ※3年出欠のみ 

23 火 生徒朝会 私立入試集中日 ※3年出欠のみ  

24 水   

25 木   

26 金 PTAあいさつ運動(２年) 

27 土   

28 日 川口市バレーボール連盟会長杯 

29 月   

30 火 新入生保護者説明会(14:30多目的室) 

31 水   

部活動終了時間[16:55] 完全下校時刻[17:15] 

 
 

 
 
 
 
 

 「川口の元気夢わーく」社会体験事業 
【平成 30年 1月 10日～12日実施】 

 本年度も多くの事業所のご協力のもと、1年生が

約３日間にわたり社会体験学習を行います。学区内

外で戸塚西中の生徒の活動の様子を見かけるかと思

いますが、暖かく見守って下さりますよう、宜しく

お願いいたします。 

新入生制服採寸について 
日時：平成 30年 1月 20日 10:00～12:00 

場所：戸塚西中学校武道場 

 但し、当日戸塚小学校において学校公開が行われ

る関係で、戸塚小学校より本校へ進学をされる児童

および保護者の皆様には時間を変更して行います。

時間に関しては小学校を通じてご連絡させていた

だきます。 

新入生保護者説明会について 
日時：平成 30年 1月 30日(火)14:30～16:00 

場所：戸塚西中学校多目的室(1階) 

備考：詳細を小学校を通してご連絡しております。 

ご確認下さい。 

3学年の私立入試集中日について 
1月 22日・23日は 3年生の多くの生徒が私立高校

の入試日なっております。そこで、３年生に関して、

試験の無い生徒は通常通りの登校後、出席確認のみ

を行い、下校とさせていただきます。授業・給食は

ありませんのでご注意下さい。なお、１，２年は通

常通りの日程となります。 

 
 
◎トレーニング部 川口マラソン参加選手 
齋藤聖夜 山岸裕明 杉本翼 小平健太 金子泰輔 小林大輔 
澤田優希 中鉢聡 

◎卓球部 川口市カデット大会 
○男子Ａの部【優勝】上田博之 及川留佳 打田輪 亀山潤大 
 上原孝太 安田恭瑛 樋口智也 森田樹 
○女子Ａの部【優勝】下山佳南 齋藤万里奈 浜本音 中村李々 
 佐藤優 岡安さくら 小池彩花 鈴木莉乃 
○男子Ｂの部【準優勝】熊谷勇人 川口諒 尾曽裕俊 
 近松知実 山下創大 前園崇大 安藤瞭太 髙野泰輝 
○女子Ｂの部【優勝】青木のどか 伊藤優花 吉﨑萌那 
 大黒由香梨 松尾菜名花 菅原美優 三島あかり 宗本実咲 
◎男子ハンドボール部 県中学校１年生大会【準優勝】 
小林勇士 菅原鳳臣 惣万七星 吉澤昊 川坂涼 竹中慎之助 
相澤慶 市川航大 

◎文芸部 関東地区初心者かるた大会 
【Ｅ級：優勝】青木結生 【Ｆ級；優勝】根本さくら 
◎保健：埼玉県歯口の健康啓発標語コンクール 
【優秀賞】加藤匠 
◎社会科：川口市手作り社会科マップコンテスト 
【特別奨励賞】深澤果純 
【優良賞】木村月音 小澤彩乃 下山佳南 森碧大 上原萌奈 

 
 
◎美術科：川口市立幼・小・中・高川口こども造形展 
○平面作品 
【特選】末岡愛莉 
【入選】小西梨加 吉野美生 金子未來 松隈翔大 
 片野桃夏 近藤芽生 植村遥稀 伊藤優花 小野澤ひより 
 鴫原瑞季 岡山智幸 武田蒼平 
○立体作品【特選】石﨑こなつ  
【入選】板花さくら 吉田美月 若松青空 小川碧斗 
 祝部真子 葛葉敦希 石川瑚都 中山和樹 永山宜啓 
 中辻巴乃 池田かんな 小林佑 
◎美術科：郷土を描く児童生徒美術展 
【特選】深澤果純 
【入選】平田真弓 山上颯太 小川徹志 松原康介 
 馬場涼凪 横山優唯 祝部真子 
◎書写：全国書画展覧会「筆の部」 
【特選】阿部夏澄 塙侑奈 渡辺遥香 高野夏凛 
【金賞】井原瑠香 木村美月 阿部彩乃 根本さくら 
【銀賞】安達蒼菜 綾部楓 相原悠希 小谷野修 伊藤颯太 
 小林恵一 金子ゆら 
【銅賞】鈴木莉乃 大黒由香梨 
◎明るい選挙啓発(書道の部)【銀賞】北川かれん 
◎人権作文コンテストさいたま人権擁護委員協議会地区予選  
【表彰】金澤幸歩 

戸塚西中学校 栄光の記録 


