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夢は口にした瞬間から叶えられる 

校長 安藤 比呂子 

 １０月１１日（木）２，３年生が参加して「歌う道徳講師」大野靖之さんを講師として、演奏会

とお話を聞く会を行ないました。大野さんは、道徳の資料「天使の舞い降りた朝」の主人公です。

そしてシンガーソングライターです。路上ライブ等から始まり、メジャーデビューをし、その歌を

聴いた方が歌詞のメッセージに感銘を受けたことで、生徒たちにメッセージを送るようになりまし

た。それが最初のスタートとなり「歌う道徳講師」として全国各地の小、中学校の児童、生徒に歌

って聞かせるようになったということです。この日も最初は、のりの良いリズムで始まりライブ感

満載でした。多くのメッセージを発信してきたことで、学校ライブが始まり全国の小、中学校に出

向いてライブを行ない１０年余りになるということでした。大野さんが話してくれたメッセージ

は、命の大切さと人生の岐路に立ったときの決断でした。歌とメッセージによって１時間半はあっ

という間でした。大野さんからは自ら夢を叶えたことをもとに、『夢は口にした瞬間から叶えられ

る』というメッセージをいただきました。これから自分の人生を切り開いて行く生徒たちにとって、

一つの礎になる考えさせられる時間となりました。 

                           

川口市中学校駅伝競走大会  

男子２位、女子２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。また、一秒で

も早く走ろうとチームのたすきをつなぐ姿にか

っこよさを感じました。「ラスト３５０ｍ、たす

き外して、ラストスパート！！」「リラックス、

後一周、前についていけー！」「いいよ、いい感

じ」などの激励の言葉を各場所で聞きながら、そ

のつど元気になって走った１１名の選手に大き

な拍手です。そして、練習を一緒にしながら仲間

を支えてくれたチームメイトにも感謝です。また、

早朝よりいつも応援をしてくださる保護者の支

えのおかげで、今回、男女とも２位という成績を

収め、１１月４日（日）熊谷で行なわれる県大会

出場を決めました。さらに応援をよろしくお願い

します。 

～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 

平成３０年１１月１日(木)発行 

天使の舞い降りた朝 作詞・作曲大野靖之 
  僕は今年でもう二十歳になるんだよ 

  もしも僕の声が聞こえているのなら 

  たった一言だけ「愛している」と言って 

  辛さ隠しながら仕事に向かって 

  僕らのためならば 無理はもうやめて 

  戻れるのなら あの頃へ 

  あなたに抱かれ眠った頃 

  カーテンを開けると嬉しそうに笑って 

  なんか太っちまったね 食べすぎはよせよ 

  部屋に一人ぼっちで寂しかっただろう 

  ベッドの上ばかりで悔しかっただろう 

  燃えるあなたの手は あの頃のまま 

  優しいあなたの匂い あの頃のまま 

  いくつになってもあなたと同じ血潮が流れている 

  深い眠りにつき返事も返ってこない 

  もう一度僕の手を強く握り返して 

  雪の降る寒い朝 天使が舞い降りて 

  あなたを連れて行き「星になれ」と言った 

  応えておくれ最後に 何も言わずにいくのかい？ 

  あなたの分も生きよう いつも僕らを見ていて 

  伝えきれない僕の事  いつか話せるその日まで 

  あなたに逢えてよかった 

  あなたに逢えてよかった 

tel:048-298-0088


 

◎水泳部◎ 

〇埼玉県中学生夏季水泳大会女子２００ｍフリーリレー 

【６位】 稲田汐里 太田涼帆 吉田凉 丹野菜々美 

◎剣道部◎ 

〇川口市夏期剣道大会(男子の部) 【３位】  

福地陽太 天野颯太 日野隼人 野崎悠矢 奥田朋哉 

河口大悟 長瀬大喜 

〇川口市夏期剣道大会（女子の部） 【優勝】 

阿部日泉 粟井陽由 後藤笙歌 石川紅葉 平田真弓 

森田愛里 佐藤凛夏 

◎科学部◎ 

〇川口市小中学校児童生徒科学展 【最優秀賞】 

田久保奏汰 大島崇暉 山田怜雅 松山琴音 

工藤紘也 大西真弥 山田日向子 長澤優奈 遠藤楓 

兼子陽樹 茂木優也 前林航 久保秀介 吉野美生 

加藤匠 川上大輝 豊田倫之介 福元雄希 加藤真一 

高橋佑河 奥山滉生 加藤悠河 鈴木勇哉 

◎第７０回川口市中学校英語弁論暗唱大会  

【第３位】 山田日向子 

【参加生徒】 矢尾板遼 駒津誠哉 

◎川口市児童・生徒、教職員発明創意工夫展[作品の部] 

【佳作】鈴木綾乃 赤塚双葉 阿部日泉 金澤幸歩 

横山優唯 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

１１月 行事予定 
日 曜 日程・行事 

1 木 彩の国教育週間 学校公開日① 

2 金 長距離走大会 給食カット ※雨天時金曜授業 

3 土 文化の日 

4 日 埼玉県駅伝競走大会 

5 月  

6 火 学校公開日② 

7 水 全校集会 

8 木  

9 金  

10 土 
月曜時間割 学校公開日③(授業参観) ※弁当持参 
非行防止教室（5 限） 

11 日  

12 月 学校公開振替休業日 

13 火 生徒集会 

14 水 県民の日 

15 木 吹奏楽アンサンブルコンテスト 

16 金  

17 土  

18 日  

19 月  

20 火  

21 水 ３年２学期期末試験① ふれあいデー 

22 木 
３年２学期期末試験② ９組校外学習(昭和記念公園) 
３年三者面談① 金曜時間割 

23 金 勤労感謝の日 

24 土  

25 日  

26 月 部活中止期間(～12/3) 

27 火 合唱コンクール（リリア） 

28 水 ３年三者面談② 

29 木 ３年三者面談③ 火曜時間割 

30 金 3 年三者面談④ 時間割変更①②⑤⑥③④ 

☆★☆彩の国教育の日について☆★☆ 
埼玉県では、11月 1 日から 7日までの期間

を「彩の国教育週間」とし、地域や保護者の皆さ
まに県内小中学校の様子を公開する事業を行って
おります。本校においても１日、６日、10 日の
３日間を公開日とし、授業や部活動等を公開しま
す。是非ともご来校くださいますよう、お待ちし
ております。 
【日時】11月 1、6、10 日の 8:50～17:00 
【場所】戸塚西中の各教室および諸活動場所 
【持ち物】上履きおよび上履き入れ 
【備考】 
・駐車スペースがないため、車での来校はできま
せん。自転車での来校は、敷地内では自転車を
降りて駐輪場まで移動をお願いします。 

・写真・ビデオの撮影はご遠慮下さい。 
・10 日の 5時間目はアリーナにて「インターネ
ット・ＳＮＳの適切な使い方」をテーマに講演
を行います。こちらも公開となっております。 

・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。 

☆★11月はいじめ撲滅協調月間です★☆ 
埼玉県では、11月を「いじめ撲滅協調月間」

に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組んで
います。いじめにあったり、気が付いたりした
ら、一人で悩まずご相談ください。 
電話相談窓口 
○よい子の電話教育相談 
(24 時間 365日対応) 
・18 歳以下の子ども専用 

0120-86-3192 
・保護者専用 048-556-0874 
・Ｅメール相談  

soudan@spec.ed.jp         
・いじめメール相談フォーム 
（右のコードから入れます⇒） 
 
 

☆市民体育祭の結果☆ 
〇野球部          【3 位】 
廣瀬孝介 清水慶斗 荒木樹希也 松原康介 馬場翔理  
相原悠希 西拓基 小谷侑聖 若村陽 松本啓暉 須藤颯太 
篠﨑奏介 大塚悠輔 永井雄也 高田陽翔 
〇サッカー部       【優勝】 県大会出場 
上野悠登 喜友名泰輝 田中琉生 新川柊太 秋山渉 亀田皐太 
石塚琉天 小崎太志郎 吉澤侑希 中島康介 伊藤啓剛 中村裕 
赤石陽 鳥海柾陽 日比谷亮平 田辺慶輔 大理雄飛 原田優 
長谷川祥太 奥山蒼仁 
〇女子バスケットボール部  【３位】 
阿部彩乃 高草木凜 藤田紗良 岩澤菜月 高野風歌 石渡羽菜 
吉澤綾乃 河本瑛香 前野楓 棚田伶亜 正木妃菜多 板東初季 
飯田櫻 藤井沙英 時本璃星 中川月菜 井口陽菜 中辻宇詩 
〇男子バレーボール部    【３位】 県大会出場 
森晴彦 大槻颯人 高橋龍生 小川徹志 村貫大和 小林優斗 
須賀涼葵 鳥飼鉄舟 竹林大輝 江村康晟 山吉柊 後藤琉汰 
〇男子ハンドボール部    【２位】 県大会出場 
吉澤昊 竹中慎之助 惣万七星 川坂涼 市川航大 相澤慶 
菅原鳳臣 小林勇士 相川隼翔 種田和輝 相米圭伍 濱亜欄 
槇杏慈 遠藤海斗 齋藤日和 
〇女子ハンドボール部    【２位】 県大会出場 
小林彩夏 鈴木陽香 上原陽月 横尾優希 櫻田明莉 
赤羽優和 佐々木彩寧 増田結 金子未來 松原奈々葉 
佐山桜子 末永莉菜 若谷梨里 土屋怜菜 五十嵐七愛 
〇陸上１００ｍ１年男子    【２位】三浦海瑠 県大会出場 
○ 〃 ２００ｍ男子      【３位】三浦海瑠 
○ 〃 奨励男子１００ｍ   【３位】古賀弘之佑 
○陸上 3000ｍ(川口陸協主催)【３位】丹野菜々美 
〇体操部（団体）       【２位】県大会出場 
泉陽登 松本風真 松本光 真上翼 

  
〇体操部（個人）種目別跳馬【３位】泉陽登 
〇体操部（個人）個人総合 【２位】下門梨桜 県大会出場 
〇体操部（個人）種目別ゆか【２位】下門梨桜 
〇体操部（個人）種目別跳馬【２位】下門梨桜 
〇剣道（男子団体）      【３位】県大会出場 
福地陽太 天野颯太 日野隼人 加川天晴 野崎悠矢 奥田朋哉 
河口大悟 
○剣道（個人）天野颯太 阿部日泉 平田真弓【以上が県大会出場】 
○硬式テニス(北足立南部中学校予選会）【1 位】茂木一希 
☆その他の表彰☆ 
◎文芸部第２７回埼玉県百人一首大会 
○Ｅ級【優勝】小西梨加 【２位】谷田美結 
○入門級【優勝】川口凜子【３位】野田春香 野村南結佳 横井舞愛 
◎JOC ハンドボール大会 関東地区予選 【1 位】佐藤翼 
◎川口市小中学校読書感想文コンクール 【入選】 
上原萌奈 齋藤万里奈 深澤果純 仙田菜緒 根本さくら 小西梨加 
佐々木るな 野村南結佳 
◎北足立地区科学教育振興展覧会    【最優秀賞】 
 田久保奏汰 大島崇暉 山田怜雅 松山琴音 工藤紘也 大西真弥 
山田日向子 長澤優奈 遠藤楓 兼子陽樹 茂木優也 前林航  
久保秀介 吉野美生 加藤匠 川上大輝 豊田倫之介 福元雄希 
加藤真一 高橋佑河 奥山滉生 加藤悠河 鈴木勇哉 
◎全国競技かるた多摩大会        
【優勝】 上村海緒 横井舞愛 野村南結佳 
【準優勝】川口凜子 小川凛 杉浦幸希 
◎  【8 位】茂木一希 
◎川口市ロードレース大会 
・中１女子【1 位】丹野菜々美 ・中２男子【3 位】田村侑聖 
・中２女子【3 位】寺内文音【4 位】稲田汐里【5 位】小林栞 
・中３女子【6 位】小澤彩乃 
◎その他、駅伝競走で男女とも 2 位・県大会出場が決まりました！ 

戸塚西中学校 栄光の記録 
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