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 引き取り訓練（８／２５）と地域防災訓練（９／１０） 

 ２学期が始まった２５日、引き取り訓練を行いました。当日は、約１００ 

名の保護者の皆様に参加をいただきました。ご協力ありがとうございました。 

 新宿区では、学校の授業時に、震度５弱以上の地震が発生した場合には、 

生徒を学校に留め置き、下校は保護者により、引き取りによることが定めら 

れております。今後ともご理解ご協力をよろしくお願いいたします。      引き取り訓練 

 また毎年行われている地域防災訓練を、今年度より生徒を参加させる形で行うこととなりました。

今回は、９月 10 日（土）、授業参観日に実施をしていただくことといたしました。１年生を中心とし

て、防災訓練プログラムに、地域の方とともに参加をするように、２・３年生は、防災プログラムの

一部を体験するようにいたしました。中学生は、避難所などで、地域の力となることが期待されてお

ります。今回の訓練を、改めて生徒の意識を高める機会としたいと思います。 

 

 

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 

実りあふれる２学期に                                                                                         

２学期が始まりました。始まりは台

風１０号の影響での突然の豪雨やき

びしい残暑となりました。 

 さて、２学期は、１年で最も長い学 

期です。学校全体では、１０月に学 

始業式     芸発表会。３年生は、９月に修学旅

行。２年生は、９月に鎌倉校外学習、１１月に職場体験学習。

１年生は、９月に進路講演会、１１月にパラリンピアンとの競

技体験。Ｅ組は、１０月に合同移動教室。と様々な行事が予定

されております。多くの体験活動を通じて、より心を豊かに成

長させてほしいと思います。 

 また季節が秋に向かい、過ごしやすくなります。スポーツば

かりでなく、学習にも打ち込むことができます。毎日の授業と

ともに、家庭学習を充実させ、学力を着実に伸ばしてほしいと

思います。２学期が、生徒全員に「実りあふれる学期」となる

ように、日々の教育活動を進めてまいります。ご理解ご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の主な予定 

     ９月前半 

1日（木）  修学旅行前検診（3,E） 

     ＰＴＡ運営委員会 

2日（金） 鎌倉校外学習（2）  

4日（日） 修学旅行（3,E） 

～6日（火） 

5日（月） 給食試食会 

7日（水） 振替休業日(3,E) 

10日（土）土曜授業参観（午前） 

      地域防災訓練 

12日（月）学校朝礼 

13日（火）プラネタリウム(3,E) 

14日（水）地域協働学校運営 

協議会 

16日（金）脊柱側弯検診 

      生徒会役員選挙 

19日（月）新宿区区民総合体育 

大会陸上大会  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



部活動・個人の活躍（１学期のまとめ ①） 

 ＊1学期の生徒の活躍を２回に分けて紹介いたします。 

   

新宿区立中学校英語学芸発表会          スピーチ部門  第３位  伊佐治 蓮  （３Ｂ） 

  新宿区中学生春季バスケットボール大会         第３位  優秀選手 藤由 律蔵  （３Ａ） 

  新宿区中学生夏季バスケットボール大会         準優勝  優秀選手 酒井  龍   （３Ａ） 

  新宿区中学校バドミントン親睦大会          ２年ダブルス 優勝  櫻井  礼  （２Ｂ） 

千野 萌々子（２Ａ） 

                              同    準優勝 松崎 千穂 （２Ａ） 

                                       浅見 ひなの（２Ａ） 

    豊島区ジュニア陸上競技大会 岸記念記録会 

                     男子共通 800m    第３位  村田 悠樹（３Ａ） 

                                        男子共通 1500m    第２位  村田 悠樹（３Ａ） 

                        女子共通 砲丸投   第１位  鶴見 萌々子（３Ｂ） 

                                    ＊優秀選手賞 

 江東区春季陸上競技大会           女子共通 砲丸投     第１位  鶴見 萌々子（３Ｂ） 

  豊島区春季陸上競技大会           女子共通 砲丸投     第１位  鶴見 萌々子（３Ｂ） 

                                    ＊大会新記録 

 北区陸上競技大会              男子共通 200m   第１位  伊佐治 蓮 （３Ｂ） 

                       男子共通 200m      第６位  小林 瑞明 （２Ｂ） 

                       男子共通 800m      第２位  村田 悠樹 （３Ａ） 

                       男子共通 3000m     第２位  梅本 克哉 （３Ｂ） 

                       男子共通 3000m   第７位   今  陸人 （２Ａ） 

                       女子２年 100m      第６位  内田 愛梨 （２Ｂ） 

                       女子共通 800ｍ   第８位  宮山 詩織 （２Ａ） 

                       女子共通 砲丸投   第１位  鶴見 萌々子（３Ｂ） 

 東京都中学校地域別（区部）         男子共通 800m      第３位  村田 悠樹 （３Ａ） 

  陸上競技大会               男子共通 3000m          梅本 克哉 （３Ｂ） 

                       男子３年 100m           伊佐治 蓮 （３Ｂ） 

                       男子共通 400m   第４位  伊佐治 蓮 （３Ｂ） 

                       男子共通 1500m     第４位  村田 悠樹 （３Ａ） 

              女子共通 砲丸投     第１位  鶴見 萌々子（３Ｂ） 

                        ＊以上の選手総合体育大会・通信大会出場決定 

  東京都中学校 総合体育大会陸上競技大会 女子共通 砲丸投   第１位  鶴見 萌々子（３Ｂ） 

                 ＊関東大会＆全国大会出場決定 

全日本中学校 通信陸上競技東京都大会  男子共通 400m  B決勝進出 伊佐治 蓮 （３Ｂ） 

 女子共通 砲丸投   第１位  鶴見 萌々子（３Ｂ） 

                ＊大会新記録 

   北区ナイター陸上競技大会       男子 2・3年 1500m   第２位  村田 悠樹 （３Ａ） 

                      女子共通   200m   第７位  内田 愛梨 （２Ａ） 

                      女子 2・3年  800m     第８位  高見 桃香 （３Ａ） 

                      女子 2・3年 1500m   第５位  宮山 詩織 （２Ａ） 

   関東中学校 陸上競技東京都大会     女子共通    砲丸投   第１位  鶴見 萌々子（３Ｂ）        

全日本中学校陸上競技選手権大会    女子共通    砲丸投        鶴見 萌々子（３Ｂ） 

東京都障害者スポーツ大会 フライングディスク競技 アキュラシー  

第１位 ハジリ モハメド アリ（３Ｅ） 

第２位 沖田 盛剛（１Ｅ） 

東京都障害者スポーツ大会 ボーリング 競技       第２位 八木 利郎（３Ｅ） 

                                             ＊東京選手団の一員として、全国大会出場予定 
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