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          修学旅行（３年・Ｅ組） 

3年生では、修学旅行に向けて、１学期からルート作成、事前学習と準備を重ねてきました。天候が

心配されましたが、京都に到着してすぐに京都班別行動を始めることができました。班行動では、予定

の行動時間よりの多少の遅れはありましたが、全班が予定通りに行動することができました。特に清水

寺や金閣寺といった名所を見学することで、古都の魅力を実感した生徒も多くいたようです。 

2日目の奈良・斑鳩班別行動では初日の経験を活かして班で協力し合って行動している姿が随所に見

られました。3日目のバスでのクラス行動は、クラスのみんなやＥ組の生徒と一緒に行いました。 

修学旅行で得た経験を今後の学校生活に活かしてほしいと思います。 

 

 

 

 

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 

地域とともに「地域防災訓練」                                                                                  

本年度本校は、「地域協働学校」としてスタートをしています。

地域協働学校は、学校が地域との連携を深め、地域の力を学校

教育に活かすことを大きな目的の一つとしています。 

この地域協働学校を運営する地域協働学校運営協議会は、月

1回定例会をもち、日常の教育活動（学校行事など）や地域行

事等、学校と地域がどのように連携するか、具体的な活動をど

のように進めるとよいかなどを話し合っています。 

前号でお知らせした「地域防災訓練」が、9月１０日（土）

に、柏木特別出張所主催で本校を会場に行われました。今年度

より 1年生全員が、グループに分かれ、地域の方と一緒に「煙

体験ハウス」「起震車」「消火器」などの体験学習を行いました。 

また２・３年生は、東新宿保健センターの方より、応急対応

についてお話をいただき、実際に担架などを使って、負傷者の

運搬訓練を行いました。       

訓練後、地域の方からは、「中学生と体験できて安心した」

「今後も続けてほしい」などの声をいただき、また当日ご参加

いただいた運営協議会委員の方々からも同様なご意見と共に、

「２・３年生の参加の在り方」等の課題もあげられました。 

今後も秋の「フラワーライン」「もちつき大会」など、地域

と連携した教育活動を推進してまいります。保護者の皆様にも

一層のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

10月の主な予定 

5日（水） ４時間授業 

     Ｅ組合同移動教室(~7日) 

7日（金） 英検  

9日（日） 柏木育成会デイキャンプ 

 ＊本校を会場に実施します。  

10日（月） 体育の日 

12日（水）生徒演奏発表会(2)  

地域協働学校運営協議会 

13日（木）Ｅ組都陸上競技大会 

17日（月）学校朝礼 

18日（火）避難訓練 

19日（水）４時間授業 

    新宿区教育課題研究発表会 

21日（金）オリンピアンによる競技 

体験（２,３,Ｅ） 

22日（土）学芸発表会 学校公開始 

      新入生保護者説明会 

24日（月）振替休業日 

27日（木）フラワーライン 

      歯科講話（Ｅ） 

28日（金）耳鼻科検診 学校公開終 

31日（月）学校朝礼 安全指導 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        鎌倉校外学習（２年） 

９月２日（金）「判断力 行動力 協力」をスローガンに、鎌倉校外学習を行いました。当日は、 

澄みわたる晴天のもと、班ごとに計画した内容にしたがって、班行動で、鎌倉の街を巡りました。 

 この校外学習は、3年生の修学旅行の準備としても大切な行事です。修学旅行でも、今回と同様に 

班行動を計画し、実行することになります。事前学習で調べた知識をもとに、実際に確かめてみる、 

体験・経験してみる。修学旅行は、すべてが貴重な学習の機会であり、思い出ともなります。 

今回の経験をもとに、良い修学旅行ができるように、今後の学校生活を大切に過ごしましょう。 

 

部活動・個人の活躍（１学期のまとめ ②）  

 ＊1学期の生徒の活躍、前回の続きを紹介いたします。                    *敬称略 

  全日本障害者高齢者フライングディスク大会  

   アキュラシー      金メダル 吉田 樹 (2E)   銅メダル 根橋 壱成 (3E) 

   ディスタンス      金メダル 松原 匠 (2E)   銀メダル 根橋 壱成 (3E) 

               銅メダル 佐々木 理沙 (3E) 銅メダル 山本 佳大 (2E) 

   団体アキュラシー    銀メダル 佐々木 理沙 (3E) 銀メダル 山本 佳大 (2E) 

                     

  新宿区民総合体育大会 水泳競技 

   50m 平泳ぎ 第６位 名和 依吹 (3A)  100m  背泳ぎ 第５位 桑野 稜麻 (2A) 

   100m 個人メドレー 第６位  佐藤 ジェイ 健人 (2B) 

   200m  フリーリレー 第６位  廣川  愛 (3A)  滝沢 莉央 (3B) 

                  平井 莉都 (3B) 川﨑 すみれ (3A) 

部活動・個人の活躍（2学期） 

  新宿区総合体育大会 バドミントン  女子団体 準優勝 

                     女子ダブルス 第３位 千野 萌々子 (2A)  松崎 千穂(2A) 

 

    東京ジュニア陸上競技大会         男子共通 200m    第５位  伊佐治 蓮 (3B) 

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

                               ＊ジュニアオリンピック出場 

 新宿区総合体育大会 陸上競技    男子総合 第２位     

    男子１年  100m 第 7位   目黒 友翔 (B) 走幅跳 第４位 徳田 悠太 (A) 

   男子２年  100m 第４位  小林 瑞明 (B)   100m  第５位 吉田 悠也 (B) 

        1500m 第３位  室井 俊輝 (B) 1500m  第４位  今 陸人 (A) 

        4×100m  第４位  成田 優駿 (A) 谷口 怜哉 (B) 吉田 悠也 (B) 小林 瑞明 (B) 

   男子３年  100m  第１位  伊佐治 蓮 (B)        第８位  德山 豪威 (B)  

3000m 第１位   村田 悠樹 (A) 3000m  第２位  梅本 克哉 (B)    

   男子共通 4×100m 第２位 村田 悠樹 (A) 德山 豪威(B) 中川 維天(A) 伊佐治 蓮 (B) 

                  女子総合 第４位 

   女子１年 100m 第６位  渡邉 千紘 (A)   

   女子２年 100m  第３位  矢崎 美寿々 (B)   100m 第５位  内田 愛梨 (B) 

  女子２年 4×100m  第４位 村田 結衣(A)  矢崎 美寿々(B)  内田 愛梨(B)  宮山 詩織(A) 

  女子２・３年 走幅跳 第３位 松澤 愛佳 (2A)     

  女子共通 1500m    第３位 宮山 詩織 (2A)  1500m 第７位 村田 結衣 (2A) 

       4×100m   第８位 高見 桃香 (3A) 正津 美香 (3A) 浅香 玲奈 (3A)  

北島 由理 (3B) 

        砲丸投   第１位 鶴見 萌々子 (3B) ＊大会新記録 13m32を投げました。 

       800m      第５位 高見 桃香 (3A)  
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