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西中だより
学校教育目標

県下に誇れる西中を

桶川市立桶川西中学校
平成３０年 ９月３日
第５号

志を持ち 自ら学ぶ 健康でたくましい生徒

むさしのの しののをすすき かたよりに なびけば残る 有明の月

(正岡 子規)

励まし合って、力を伸ばそう
３７日間あった今年の夏休み、あなたはどんな風に過ごしましたか。
「もはや災害級」とまで言われた暑さの
中、部活に勉強に、そして自分の趣味に情熱をもって取り組めたことと思います。あらためて夏休みを振り返っ
て、心に残っているものは何ですか。私は卒業生からもらった暑中見舞いはがきの文面が深く心に残っています。
一部を紹介すると「暑中お見舞い申し上げます。炎暑厳しき折、いかがお過ごしでしょうか。高校では特に変
わったこともなく生活しています。中学時代、先生の話はとても面白く、勉強もやる気になりました。しかし今
はそういったものはなく、少し物足りなく感じます。先生のおかげで僕のように勉強をやる気になる人がいます。
これからも今まで通り頑張ってください！この暑さはまだしばらく続きそうです。ご自愛ください。
」
大人になっても、こうした言葉はうれしいものです。
「もっと頑張らなくっちゃ」という刺激を与えてくれる
のです。例えばあなたが友達の良いところをほめる。その友達がやる気になって勉強や部活動に熱心に取り組む。
西中全体のレベルが向上する。こういった相乗効果を生むためにもっと友達の良いところを発見して、声をかけ
てあげましょう。巡り巡ってあなたのやる気スイッチをオンにしてくれる人がきっと現れるはずです。
さて次の数字は、あなたをやる気にさせてくれるでしょうか。１学期の終業式の日または７月の三者面談・家
庭訪問でお知らせした「埼玉県学習状況調査」の結果です。
中１～中３、全学年対象。
（表は県の正答率です）
国語
数学
英語
中１
５４．３
５８．１
中２
５５．６
５１．０
６５．４
中３
６１．７
５９．１
５８．５
さらに中３対象ですが「全国学力・学習状況調査」のデータもご紹介します。
国語 A
国語 B
数学 A
数学 B
埼玉県
７５．０
６１．０
６５．０
４７．０
全国
７６．１
６１．２
６６．１
４６．９
平成３０年度から理科も加わりました。参考にしてください。

理科
６５．０
６６．１

７月 11 日 表彰朝会
７月 10 日 学校評議員会・学校関係者評価委員会
今年度は評議員５名、評価委員６名の方
に委嘱させていただきました。教育活動に
ついて意見と評価を要請します。６月の体
育祭にも来ていただき、今後も行事等にお
招きし、生徒の活躍ぶりを見ていただく予
定です。

７月 13 日 県教委・市教委訪問による授業研究会（Ａ訪問）

学校総合体育大会北足立北部班大会、市
内硬筆展の表彰を行いました。３年生引退
の大会となり、１，２年生は先輩達の結果
を超えるべく練習に励んでいます。２学期
も多くの文化作品へ挑戦し、多くの表彰が
できるよう願っています。９月下旬は運動
部の新人戦が控えています。西中生、頑張
りましょう。

昨年度は道徳・学活・総合的な学習の授業、今年
度は主要５教科と実技教科の授業研究を実施しまし
た。学習指導については、本校は昨年まで「主体
的・対話的で深い学び」の研究を進めてきました
が、今回の授業研究会ではその成果を生かして授業
を展開しました。授業内容だけでなく、生徒の主体
的に学ぶ姿勢、落ち着いた学習態度も指導者の方々
からお褒めの言葉をいただきました

運動部：学校総合体育大会 県大会結果
剣 道 団体戦 山口航平・塚原雅斗
廣瀨 快・坂巻公基
荒井郁也・細田周太郎
卯月大喜
１回戦 ○２－１ 坂戸浅羽野
２回戦 ●１－２ 秩父第一
柔 道 団体戦 熊田・岡本・弓削田
松本・西條
１回戦 ○３－２ 秩父影森
２回戦 ●０－５ さいたま田島
個人戦 男子 60kg 級 熊田龍快
１回戦 ○杉戸
２回戦 ●さいたま田島
個人戦 男子 60kg 級 岡本昇真
１回戦 ●さいたま大宮八幡
個人戦 男子 66kg 級 松本 翔
１回戦 ●入間野田
個人 女子 南 莉子
２回戦 ●さいたま田島
個人 女子 鈴木舞愛
２回戦 ●鶴ヶ島藤

全国大会

水 泳

陸 上

予選

水 泳

決勝

両種目全国大会出場記録突破

器械
体操
新体操

予選

個人男子 家德空翔

予選

個人女子 小澤萌愛

篠塚聖妃 50m 女子自由形７位 27 秒 13

7 月 15 日

1 年男子 100m 緒方陽平 13 秒 21
2 年男子 200m 門崎翔伍 12 秒 63
3 年男子 100m 桑原嘉悠 11 秒 88
男子走幅跳 渡邉陽太 5m42
2 年女子 100m 大口未結花 13 秒 16
1 年女子 800m 中島華恋 2 分 32 秒 40
3 年女子 800m 大谷南津美 2 分 34 秒 46
2 年女子 1500m 木村彩代 5 分 22 秒 20
女子砲丸投げ 吉田琴音 8m89
男子砲丸投げ 桑原嘉悠 10m45
篠塚聖妃 50m 女子自由形 ２位
100m 女子自由形 ３位

ＯＷＳＵＰ

桶西中サポーターズや学年
部の方々で環境整備を実施しま
した。今後も皆様のご協力をお
願いします。次回は９月２３日
の予定です。多くの方のご参加
をお待ちしております。

100m 女子自由形 ３位 57 秒 47

７月 18 日

民生・児童委員との懇談会

暑さの厳しい日でしたが、ご来校いただ
き、プレハブ校舎で会議を行いました。西中
学区内で３８名の方が活動されています。西
中への関心を高くもっていただき、教育活動
を中心に貴重な意見をいただくことができま
した。

お

７月 17 日

校歌全力熱唱

8 月 27 日２学期始業式
回を重ねるごとに力強
さが増す活動ですが、西
中の特色ある活動の一つ
です。校歌を熱唱する取
組を今後も継承していけ
るよう、生徒会と生徒が
一体となって推進しま
す。

8 月 27～29 日
あいさつ運動
元気なあいさつから新学
期が開始。暑い夏を乗り越
え、日焼けした逞しい生徒
達からたくさんのエネルギ
ーをもらいました。

お知らせ

桶川市表彰について

市内の小学校または中学校の生徒対象に、個人または団
体で文化またはスポーツの全国大会に出場し、８位以内ま
でに入賞またはそれに準ずる成績を収めた生徒は桶川市表
彰条例に基づき表彰の対象になりますので、９月１２日
（水）までに、担任にご連絡ください。

校長式辞に続
き、3 名の代表
が抱負を述べ、
２学期が開始。
生徒一人一人が
気持ちを切り替
え学校生活がス
タートです。

９月の予定
生徒会立候補受付締切
２年 社会体験チャレンジ事業
生徒会選挙・立会演説会・投票
吹奏楽部出演
「川田谷高齢者感謝の集い」
２０日 ふれあい講演会
２６日 桶川伊奈英語弁論大会
２７～２９日 新人体育大会（目指せ県大！）
２８日 ３年「命の教育」講演会

３日
５～７日
１３日
１６日

９月のＰＴＡ活動ありがとうございます。
９／１
第１回理事会、中間会計監査
９／１２ 第２回執行部会
９／２３ 第３回サポーターズ活動
１０／２７ バザーお世話になります。

