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＜作品展 PTA アートフラワー体験＆交流会＞ 

  １月１０日（金）PTA 文化委員主催 アートフラワー体験＆交流会に、多くの方のご参加をいただきま 

した。申し込みの際、リース・ミニインテリア・コサージュ・ハーバリウムの中から作成希望を選択、当日 

は、楽しみながら見事な作品を作りました。 

１月１１日（土）～１７日（金）に行いました作品展では、１０日に作成したハーバリウムの他にも、 

ビーズの作品等様々な作品が出品され、多目的室を華やかに彩りました。 

2 月から始める勇気  

２月４日は立春です。雪解けとともに、春の兆しが訪れる

時期となりました。今年度も残すところ２ヵ月。あっという

間に過ぎてしまうのが 3 学期です。1月の作品展も終わり、

３年生の受験も本格的にスタートしました。１月には、E 組

の行事である三校交流会や連合作品展見学がありました。

２年生のスキー教室は２月、１年生の東京探訪も２月に実

施します。２月末には学年末考査が待ち受けています。 

３月に入ると「進級・卒業・進学」に向けて、自分の成長

を振り返る機会も多くなるでしょう。今の自分を見つめ確

認できたら、なりたい理想の自分に向けて一歩を踏み出し

てほしいのです。そうは言うものの、その一歩を踏み出すこ

との難しさもわかっています。 

「努力が報われた」と喜ぶ瞬間がある一方で、「もっとで

きたのでは」と、今の自分を認めたくない瞬間もある。「頑

張ったのに」「納得できない今の状態は自分の限界なのか」

不安に襲われ、前向きに取組めないとき、「一歩踏み出す勇

気」が、あなたの能力を向上させることを考えてほしいので

す。誰であっても失敗はつきもの。問題は「今度はうまくで

きるはず。もう一度やってみよう。」と思うことです。つま

り、「勇気」をもつ人が、成功を手にするのです。 

学校で勉強するとき、社会に出たとき、不安になったり、

投げ出したくなったりすることもあるでしょう。そんなと

き、失敗しても諦めない勇気をもつこと。何度でも挑戦する

「頑張れる自分」を実感できたら自信にかわります。 

２月から勇気をもって取組めるといいですね。 

２月の主な予定 

１月３１日（金）都立高校推薦入試 

合格発表 

２日（日）東京駅伝 

３日（月）生徒会朝礼・花一輪運動 

５日（水）～８日（土）女神湖スキ

ー移動教室（２・２E） 

５日（水）都立高校１次一般出願 

７日（金）東京探訪（１） 

９日（日）私立高校一般受験(始) 

10日（月）振替休日(2) 

11日（月）建国記念の日 

12日（水）避難訓練・地域協働学校 

運営協議会・校内研修会 

17日（月）学校朝礼・安全指導・ 

特別時程・専門委員会 

18日（火）進路講演会(2） 

20 日（木）中央委員会・第 3 回新入

生保護者説明会 

21日（金）進路講演会（2） 

21日（金）～22日（土） 

都立高校一般入試 

24日（月）振替休業日 

25日（火）～27日（木）学年末考査 

26日（水）学校保健委員会 

PTA役員会・PTA運営委員会 

教育目標 

★自ら鍛え心身ともに健康な人 

★自ら考え進んで実行する人 

★自ら学び続ける人 

今を輝け！ 西新宿中学校 



 

   

  作品展    

令和２年１月１１日(土)から１７日(金)まで、作品展を行いました。４月から生徒が取り組んだ作品を並べ

ました。出品作品として、美術作品・家庭科作品・技術作品・書写作品・英語クイズ・英語ファンレター・社

会のワールドグルメ・1 年移動教室体験作品・２年職場体験パワーポイント・３年修学旅行体験作品・E 組作

品があり、この１年学んだ内容が見える形です。多目的室を中心に、１階から４階まで校舎内のいたるところ

に生徒の作品が並びました。 

作品一つ一つに製作者の個性が表れ、生徒の新たな一面を見ました。真剣に作品に取組む生徒の姿が目に浮

かび、見どころ満載の作品展となりました。 

学年ごとに 1 時間ずつ見学をする時間を設けました。同級生の作品を見た、また先輩や後輩の作品を見て、

様々な感想が飛び交っていました。お互いのことを理解し合える良い機会になったのではないでしょうか。 

１月１１日（土）は土曜授業公開ということもあり、多くの方が見にいらっしゃいました。PTAの作品も並

び、制服リサイクルも開催されました。 

廊下に展示された作品は、３月７日（土）NS発表会まで展示を継続いたしますので、ぜひ見にいらしてくだ

さい。お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    ２年 職場体験発表会     

 

作品展が始まった 11日(土)に、２年生は職場体験発表会を行いました。昨年１１月に職場体験を行った後、

すぐに、事後学習取り組み、体験の様子・学んだこと等をそれぞれの事業所ごとにパワーポイントに工夫し 

てまとめました。 

当日発表したのは選ばれた９組でしたが、どのグループも職場体験

に真摯に向き合った様子がよくわかる 

素晴らしい発表でした。いろいろな意味でそれぞれの仕事の意義や大

変さが伝わってきました。日ごろ働いている保護者に対する感謝の言

葉もありました。 

当日参加した１年生も真剣に耳を傾け、来年度の体験を前によい勉

強になったと思います。保護者の方もご参観ありがとうございまし

た。 

 

生徒の活躍 

○「その応援から感動が始まる！チャレンジ！２０２０」絵画コンクール 

絵画コンクール入賞   中田 美優（１） 

日めくりカレンダー入賞 兼子 日彩（３） 

＜バスケットボール部＞ 

○令和元年度 新宿区中学校バスケットボール 夏季大会 

  ・準優勝 優勝選手賞 小畑勇翔 

＜サッカー部＞ 

○第 62回東京都中学校サッカー選手権大会 新宿区予選 

トーナメント ベスト 8 

○第 63回東京都中学校サッカー新人大会 新宿区予選 

トーナメント  ベスト 8 

  E 組 三校交流会（百人一首大会）   

 

１月２２日（水）に、四谷中学校の新苑学級、新宿中学校の若草学級のみなさんとの三校交流会があり、

毎年恒例の百人一首大会を行いました。３人一組のチームで戦う 

源平戦では、自分達の陣地から一枚でも多く札を無くそうと、三 

校から集まったメンバー同士が協力して戦いました。源平戦の決 

着がついた後は残りの札で個人戦が始まり、似ている札が残る緊 

張感の中、お手付きもありましたが、みんなで最後の一首まで集 

中して競技に参加しました。結果発表では源平戦を戦った相手チ 

ームと温かな拍手を送り合う場面も見られ、有意義な交流会とな 

りました。 

 

 

 

 

 



＜E組＞ 

○令和元年１０月１７日木曜日開催 

第６３回東京都特別支援学校・特別支援学級設置学校総合体育大会 

男子特別支援学級 ３年走り幅跳び 第４位  松島 幸浩 

＜バドミントン部＞ 

〇令和元年度 新宿区中学校バドミントン秋季大会 

・個人戦 ダブルス 準優勝 林 優俐・田澤 光希 

〇令和元年度 新宿区中学校バドミントン冬季大会 

・個人戦 ダブルス 第 3 位 田澤 光希・林 優俐 

          第 3 位 小林 希海・松崎 里音 

＜陸上部＞ 

○第５８回 東京都中学校ロードレース大会 

令和２年１月１９日（日） 

男子一年 ２０００ｍ 松本 将馬   第３位 

男子一年 ２０００ｍ 廣川 堅信   第８位 

女子一年 １０００ｍ 福本 優    第４位 

○新宿区民総合体育大会陸上競技 令和元年９月１５日（日） 

男子一年 １００ｍ  室井 拓麻    第４位 

男子一年 １００ｍ  麻績 春空    第８位 

男子一年 １５００ｍ 松本 将馬    第３位 

男子一年 ４×１００ｍ         第６位   

男子二年 １５００ｍ 久保 遥斗    第２位 

男子二年 １５００ｍ 石原 夢翔    第７位 

男子二年 ４×１００ｍ        第３位  

男子三年 １００ｍ  比嘉 廉晃    第６位 

男子二・三年走幅跳  神谷 隆文    第５位 

男子二・三年走幅跳  小林 佑太朗   第５位 

男子共通 ３０００ｍ 西村 亘（三年）第３位 

男子共通 ３０００ｍ 小畑 勇翔（三年）第６位 

男子三年 ４×１００ｍ         第５位  

女子一年走幅跳    中村 天音    第３位 

女子一年走幅跳    栗原 遥花    第５位 

女子一年 ４×１００ｍ        第２位  

女子二年 ４×１００ｍ        第５位  

女子三年 １００ｍ  間瀬 珠海    第１位 

女子三年 １００ｍ  岸クリスティーヌ侑里 第３位 

女子二・三年走幅跳  小田桐 歩    第１位【大会新記録】 

女子共通 ８００ｍ  福本  優（一年）第３位 

女子三年 ４×１００ｍ         第１位  

 



○第６７回 北区民体育大会陸上競技選手権大会  

令和元年１０月６日(日) 

男子二年 15
00 ｍ 久保 遥斗 4 分 3
5 秒 9
7  第二位 

男子共通 30
00 ｍ 西村  亘（三年） 9 分 4
3 秒 5
7  第六位 

男子一年 15
00 ｍ 松本 将馬 4 分 5
8 秒 9
1  第六位 

女子共通 20
0

ｍ 岸クリスティーヌ侑里(三年) 2
9 秒 5
9  第六位 

女子共通走幅跳 小田桐 歩（三年） 4 ｍ 4
7  第七位 

女子共通 80
0

ｍ 福本  優（一年） 2 分 4
1 秒 0
3  第八位 

女子共通 4 × 10
0

ｍ（三年） 5
5 秒 7
8  第八位 

齋藤 穂香・小田桐 歩・岸クリスティーヌ侑里・間瀬 珠海 

 

 

○新宿区民総合体育水泳競技大会 中学の部 

 男子１００m背泳ぎ      第３位   福島 琉央  ２分１８秒０１  

 男子１００m平泳ぎ      第５位   吉岡 光栄  １分３６秒３８ 

  

 

 

〇令和元年度 新宿区中学校バドミントン夏季大会（6/30） 

・団体戦 第 3 位 

〇令和元年度 新宿区中学校バドミントン親睦大会（8/25） 

・1 年生シングルス 第 3 位 中村 天音 

○第５８回 東京都中学校総合体育大会出場 

 令和元年７月６日（土） 

 １年 １５００ｍ 松本将馬 ５分００秒１６ 

 

○第６５回 全日本中学校通信陸上競技東京都大会出場 

 令和元年７月２７日（土） 

 １年 １５００ｍ 松本将馬 ４分５６秒８９ 

 

○第 58回 東京都中学校総合体育大会  

令和元年 7月 7日（日） 

男子一年 15
00 ｍ 松本 将馬 5 分 00 秒 16  



〇第７０回東京都中学校地域別陸上競技大会 

令和元年６月１６日（日） 

１年 １５００ｍ 松本将馬 ５分０１秒７７ ８位入賞 

 

○第 65回 東京都中学校通信陸上東京都大会 

令和元年 7月 27日（土） 

男子一年 15
00 ｍ 松本 将馬 4 分 5
6 秒 8
9  

 

○令和元年８月４日日曜日開催 

第２３回全日本障害者・高齢者フライングディスク競技大会 

 

ディスタンス 

１２歳以上 

Ｄ１サイト 銅メダル  松本 利久   

Ｄ４サイト 銀メダル  松島 幸浩 

Ｄ７サイト 金メダル  坂田 政也 

 

アキュラシーディスリート５（ファイブ） 

１２歳以上 

Ａ２サイト 金メダル  松本 利久   

Ａ８サイト 銅メダル  三浦 周 

Ａ１１サイト 銀メダル  坂田 政也   

○第 5回 足立中学校陸上競技選手権大会 

 

令和元年８月３１日（土） 

女子三年走幅跳 小田桐 歩 4 ｍ 47  第五位 

女子共通 4 × 10
0

ｍ（三年） 55 秒 97  第五位 

齋藤 穂香・小田桐 歩・岸クリスティーヌ侑里・間瀬 珠海 

男子共通 30
00 ｍ 西村  亘（三年） 10 分 03 秒 67  第三位 

男子共通 80
0

ｍ 久保 遥斗（二年） 2 分 14 秒 63  第六位 

男子一年 15
00 ｍ 松本 将馬 5 分 00 秒 99  第四位 

女子三年砲丸投 齋藤 穂香 第四位 

 


