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 プラネタリウム見学  ９月２１日（金）に第３学年とＥ組全員で、プラネタリウム見学を行いました。

第３学年の理科で天文の学習があります。「星座の動き」「太陽の日周運動」など普段から観察している人は

少ないと思います。実際に、都会では夜空を見る機会が減少傾向にあり理解しにくい単元でもあります。新

宿区は、教育センターの８Ｆにプラネタリウムを所有しているので、天文を疑似体験でき、学習環境が整っ

ています。実際に、季節や時刻の変化における星座の見え方や太陽の位置・動きを映像化して見ることがで

きました。これを機会に、夜空が綺麗に見えるときなどは星に興味を持って見てもらえたら幸いです。 

2 学期は中身を深める季節 

 

朝起きると涼しい空気に、秋の深まりを感じる季節になり

ました。各学年ともに順調に２学期のスタートができ、元気

に学校生活を送っています。 

2 学期は、3 年生にとって「進路」を考える時期です。自

分に何ができるのか、自分の得意なものは何か、先の見えな

い不安に襲われているでしょう。この「進路を考える」とい

う勉強は、中学１年生から始まっています。 

あなたの「将来の夢」は、今自分が頑張って活動している

経験から生まれてきます。就職や進学の試験は、大人になる

ための人生の関門の一つです。やがて親元を離れ、自立し、

社会の中で自分の個性を発揮し、認められる人間になるた

め、身に付けるべきことを学んでください。大人として身に

付けておきたい基本は「時間を守ること」「人の話を聞けるこ

と」「生活のルールを守ること」「面倒なことから逃げずに立

ち向かうこと」です。人間にとって、「挑戦」する中で得るも

のが多いのに、失敗したらどうしようと思っていては、自分

の才能は開花しません。 

 保護者の皆様、地域の皆様、社会人の先輩として、日頃か

ら良き相談相手になってください。ご家庭での日常生活での

言葉かけや会話の中から、生徒たちは少しずつ自分の希望や

自分の学びたいことが見えてくるのだと思います。ご協力を

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月の主な予定 

2 日（火）生徒会認証式 

3 日（水）新中教研（４時間授業） 

4日（木）ﾌﾗﾜｰﾗｲﾝ(1年) 避難訓練 

 5日（金）生徒総会 英検  

     到達度テスト(3年) 

8日（月）体育の日 

9日（火）生徒会朝礼・合唱練習始 

10日(水)４時間授業･(2A 5時間有) 

11日（木）PTA役員会・運営委員会 

12日（金）リハーサル（合唱） 

15日（月）朝練習開始 

17日（水）４時間授業 

新宿区教育課題研究発表会  

19日（金）５時間授業 

     リハーサル（舞台） 

20日（土）学芸発表会 学校公開始 

22日（月）振替休日 

23 日（火）学校朝礼 第２回新入生

保護者説明会、ﾌﾗﾜｰﾗｲﾝ(2･3年･E) 

24日（水）地域協働学校運営協議会  

25日（木）都陸上大会（Ｅ組） 

26日（金）第２回進路説明会 

     学校公開終 

27日（土）土曜授業 地域防災訓練 

29日（月）５時間授業・専門委員会 

31日（水）生徒演奏発表会（2年）    

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



            

 鎌倉校外学習（２年）    

   9 月 7 日、鎌倉での校外学習を実施しました。昨年度の東京探訪から約半年、鎌倉という馴染み 

のない地での班行動となりました。出発まではコースを中心にかなり不安があった様子でしたが、 

結果的に終わってみれば、全班ほぼ予定通り無事に帰校できました。とても素晴らしいことだと 

思います。昨年度の反省を踏まえた計画ができたようです。 

鎌倉という、関東にありながらも、一味ちがう地形や街並みを体感できました。関東が日本の 

  中心になった最初の場所です。一方で、寺社仏閣をまわる中で、見どころがわからなかった生徒 

  もいたようです。日本に寺社仏閣が根付いた理由を知ると、未来に起きる出来事が見えてくるか 

もしれません。事前学習の方法・テーマ設定の方法などをもう一度見直し、来年の修学旅行では 

奈良・京都の魅力をしっかりと体感してもらいたいと思います。 

一人一人がこの経験を来年の修学旅行につなげてほしいと思います。 

 

 

                   修学旅行（３年）  

 

９月１０～１２日、京都・奈良修学旅行に行ってきました。初日は、法隆寺と東大寺、奈良公園に 

行きました。法隆寺では世界最古の木造建築の凄さに圧倒されていました。また、東大寺、奈良公園は 

班行動を行い、鹿にせんべいをあげたり、東大寺の大仏等を見学しました。 

  ２日目の京都班行動。慣れない土地や電車、バスに不安を抱えながらも、皆さん元気に出発すること 

ができました。金閣寺や清水寺、銀閣寺など、事前に班で調べたコースを班ごとに回りました。電車の 

乗り間違えや道に迷ってしまったなどで、予定通りに回れなかった班もありましたが、班長が指揮を 

とり、班員で協力し、トラブル解決に向けて動くことができました。班行動終了後の皆さんの顔は、疲 

れている表情の中にも、とても充実しているように感じました。 

  最終日は、バスで妙心寺に向かい、座禅体験をしました。旅の思い出にと、和尚さんから警策を受け 

た人もいました。その後は、ＡＢと別行動で北野天満宮、龍安寺、広隆寺を回り、それぞれのお寺の良 

さを見学することができました。 

  この２泊３日の修学旅行を振り返ると、リーダーが班をまとめ、班で協力することや、宿や見学地で 

はその場の状況に応じた行動がとれるようになったりと、中学校３年間の集大成としてふさわしい修 

学旅行でした。この経験を今後の学校生活や自己の生き方に生かしていってほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 



          

 新宿区立中学校特別支援学級合同移動教室（Ｅ組） 

   ９月２６日（水）から９月２８日（金）の２泊３日、三校合同女神湖移動教室が行われました。 

残念ながら、2日目のハイキングは雨天のため中止になりました。雨天コースの、八ヶ岳自然文化 

園の展示見学とプラネタリウム鑑賞になりましたが、1日目の繭玉ランプシェード作り、3日目の 

梨狩りは予定通り行うことができ、思い出に残る３日間になりました。 

また、2日目の夜は、三校合同では初めてのキャンプファイヤーを実施しました。佐藤校長先生 

にそっくりの「火の神」から教えられた“火のありがたさ”や“使い方を間違えてはいけないこと” 

などは、子ども達の心に深く刻み込まれたのではないでしょうか。一緒に行った四谷中学校の新 

苑学級、新宿中学校の若草学級とも交流を深めることができ、とても充実した移動教室となりま 

した。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 生徒会選挙  

 

９月１８日（火）６校時に生徒会役員及び議長団選挙が行われました。選挙管理委員が 

７月から準備を始め、９月に入ると立候補者や応援者も朝の選挙運動から昼の放送演説と 

頑張っていました。放課後には、今まで生徒会役員をしていた先輩に、ポスターやたすき 

作りの方法を聞きながら、和気あいあいと活動する姿が見られ、西中の明るい未来を感じ 

ました。 

当日は立候補者がそれぞれ自分の公約や抱負を具体的に述べ、校長先生からもほめてい 

 いただきました。投票時も、実際に使われる投票箱と記載台をお借りしていることもあり、 

一人一人が責任をもって投票するという凛とした空気に包まれていました。 

また、選挙管理委員も機器の組立から演説会の 

 運営、開票作業まで、縁の下の力持ちで最後まで 

よく支えてくれました。選挙なので良い結果も残 

念な結果も両方出ますが、この経験をこれからの 

学校生活に前向きに生かして欲しいと思います。 

 

 

                                                          



平成３０年新宿区民総合体育大会 陸上競技 中学の部 
９月１６日（日）駒澤オリンピック公園競技場において陸上競技中学の部が行われました。陸上競技

部を中心に、夏休み中から大会前日まで厳しい練習に耐え大会を迎えることができました。 

大会当日は、練習の成果を発揮しようと全選手が全力を尽くし、どのレース、どの競技を観ても一人

一人の真剣な思いが伝わってくる熱い熱い大会となりました。 

＜出場選手＞ 

3A  佐伯 研音   笹井 麗雄   德田 悠太     3B  目黒 友翔   青木 空    渡邉 千紘    

2A  神谷 隆文   鈴木 望夢   多胡 勇佑  筧 伽那  岸 クリスティーヌ侑里 間瀬 珠海 

  2B  小林 佑太朗  西村 亘  比嘉 廉晃  小田桐 歩  齋藤 穂香   北島 由奈    

1A  久保 遥斗  京屋 優希  高見 心海   松永 蓮花  渡邉 琉衣      

1B  石原 夢翔  岸 ポールオグスティン昌秀  タパ ローサン 望月 航   小林 希海   

松崎 里音 

＜成  績＞ 

●男子 総合 第５位（４４点） 

１年 １５００ｍ  第２位 久保 遥斗 ４分４５秒５４  第７位 石原 夢翔 ５分１７秒３３ 

１年 走幅跳    第１位 岸 ポールオグスティン昌秀 ４ｍ７８ｃｍ 

１年４×１００ｍＲ 第５位 石原夢翔、望月航、久保遥斗、岸ポールオグスティン昌秀 ５３秒７８ 

２年１５００ｍ   第２位 西村 亘 ４分４２秒３９秒  第６位 鈴木 望夢 ４分５４秒５８ 

２年４×１００ｍＲ 第８位 小林佑太朗、多胡 勇佑、神谷隆文、西村亘 ５２秒７０ 

３年 １００ｍ   第６位 目黒 友翔 １２秒４４ （予選 １２秒５２） 

共通４×１００ｍＲ 第７位 德田悠太、目黒友翔、笹井麗雄、佐伯研音 ５１秒０２ 

2 .3 年走幅跳    第５位 德田 悠太 ５ｍ６３ｃｍ   第８位 小林 佑太朗 ５ｍ１２ｃｍ 

共通砲丸投     第８位 タパ ローサン ８ｍ７４ｃｍ 

●女子 総合 第３位（５６点）トロフィーが授与されました。 

１年１００ｍ    第３位 高見 心海 １４秒６３（予選 １４秒５７） 

          第６位 京屋 優希 １４秒８３（予選 １４秒６９） 

１年４×１００ｍＲ 第３位 京屋優希、高見心海、松永蓮花、渡邉琉衣 ５８秒４５ 

２年１００ｍ    第１位 岸 クリスティーヌ侑里 １３秒９８（予選 １３秒９８） 

          第２位 間瀬 珠海 １４秒０１ （予選 １４秒０１） 

２年４×１００ｍＲ 第１位 北島由奈、間瀬珠海、小田桐歩、岸クリスティーヌ侑里 ５５秒６８ 

2 .3 年走幅跳     第１位 小田桐 歩  ４ｍ２０ｃｍ 

共通８００ｍ    第２位 渡邉 千紘 ２分３４秒８８ 
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