
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

時間は戻らない、夏休みこそ有効活用を！！  

校長 石井 良典 

 
もうすぐ夏休みです。この１学期の期間、学校生活の中では、勉強、運動、行事など、それぞれの場面で

いろいろと頑張ってきたことと思います。各学年や学級が団結して、良い集団をつくろう、良い学級、良い学

校にしようという意気込みが感じられた１学期でした。  

振り返って、一人一人が自分の事を思い返してみるとどうでしょうか？「自分は、この１学期間に、自分の能

力を少しでも高めることができましたか？」 

そして、「高めようと努力を積み重ねていました 

か？」「自分は、この１学期間に、他の人のために 

何かの役にたったことがありましたか？」  

終業式には、通知表が渡されます。この中身に 

ついて、数字ばかりを気にしていませんか？  確か 

に数字は大切な結果です。 

しかし、その結果を見て、次をどうするかと考え、 

その次の作戦を立てることの方が大切です。 

その材料になるものが、各観点に示されている 

ＡＢＣの部分です。この意味をしっかりと考えてみ 

てほしいと思います。 

 国語が５つ、それ以外は４つの観点です。言葉で 

説明してあります。教科ごとに少しずつ違いますが、 

簡単に言えば次の４つです。 

①  やる気があるか  ② 深く考えているか 

③  実際にできるか  ④ 覚えているか 

この①～④の部分について、それぞれどうだった 

でしょうか？ 日頃の授業を振り返って、自分がし  

てきた実績を振り返ってみましょう。２学期は、どの部分を修正していけばよいのか、この夏休みに十分に考え

て作戦を立ててみてください。 

 さて、上記のグラフは、杉並区学校教育調査の学校独自調査の結果です。生徒と保護者に同じ質問をし

たものです。 

「朝食について」は、生徒も保護者の皆様の回答も大きな差異はありません。約８割が毎日朝食を食べて

くる。ほとんど食べる回答も含めると約９５％となりますが、約５％の生徒たちは、朝食を食べてこないという状

況です。 

「起床について」は、生徒自身は、自分で起きていると思っているのは約４割ですが、保護者から見ると４人

に１人ということになります。逆に、いつも起こされていると考えているのが生徒で４人に１人ですが、保護者の

約半数は、いつも起こしていると考えているようです。夏休み、規則正しい生活習慣と自分で起きる習慣をぜ

ひ身に付けましょう。保護者の皆様には、１学期の本校教育活動へのご支援ありがとうございました。  

 

《 教 育 目 標 》 

◇心 豊 か な 人 

◇自 ら 学 ぶ 人 

◇健 康 な 人 

『自主自立』の精神 
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西宮中学校震災救援所 

運営連絡会の会長で、西 

宮中のお隣、久我寺の住 

職をされている立入様に 

は、大きな震災や災害が 

起こった場合に備えて、 

日頃から様々なご準備を 

いただいています。 

土曜授業では、震災救 

援所の運営についても含 

め、防災・減災への心構えや、実際に大震災が起こ

った場合に中学生の皆さんにお願いしたいことなど

を、分かりやすくお話しいただきました。 

６月～７月の主な行事等  PICK UP！  

『６月土曜授業』6/11(土) 

３年生「中学生の主張」 

「防 災 講話 」  

「引 き渡 し訓 練 」  

『生徒会 熊本募金』納付式6/13(月) 

『第１回 定期考査』6/22(水)～/24(金) 

恒例、３年生による「中学生の主張」の学年発表会

が１校時に多目的室で行われました。各クラスの代表

が、表現力豊かに個性的な主張を繰り広げ、聞く者を

うならせました。 

防災講話に引き続き、「引き渡し訓練」を実施しまし

た。杉並区内の公立小中学校では、授業中など就業時

間内に震度５弱以上の地震が起こった場合、直ちに授

業を打ち切り、生徒及び教職員の安全確保を図ります。

生徒を帰宅させるに当たっては、保護者又は緊急引き

取り者への「引き渡し」を原則とします。また、震度

５強以上の地震が杉並区で観測された場合、区立小中

学校に震災救援所を開設することとなっています。 

保護者の皆様、ご家族の皆様、スムーズな引き渡し

訓練へのご協力、ありがとうございました。 
１年生にとっては、中学生になって初めての定期考

査。緊張の中、集中して試験に取り組みました。一方

の３年生は、自らの進路にもつながる大事な定期考査

となります。当日は、気持ちを引き締め、正装で試験

に臨みました。 

１年生の様子        ３年生の様子  

先日の生徒総会で、ある生徒からの一つの“提案”

をきっかけに始まった、生徒会による『熊本募金』。右

記の「生徒会新聞」のとおり、集まったお金は、総額

で何と９７,５０８円に！ 

被災された熊本の方たちのために、何か行動を起こ

さなければ…といった、生徒たちの温かい気持ちが大

きな力となり、このような成果をあげることができま

した。さすが西宮中生！です。6月13日には、本校

を代表して生徒会役員が杉並区教育委員会を訪れ、皆

様からいただいた善意を納付しました。教育委員会か

ら日本赤十字社を通じて、被災地に届けられました。 

体育大会などでは、たくさんの保護者の皆様、地域

の皆様にご理解とご協力をいただき、本当にありがと

うございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校第５期生による 

シンポジウム 

『社会を明るくする運動』7/6(水) 

『七夕コンサート』7/9(土) 

 

○杉 並 区 中 学 校 総 合 体 育 大 会   

バスケットボール夏 季 大 会   

男子の部 優 勝！! 

女子の部 準優勝！! 
☆この大会の結果、バスケットボール部
は、男女とも都大会進出となりました！
これからも頑張ってください！  

部活動も大活躍！おめでとう！ 

『７月土曜授業』7/2(土) 

○○○おおお    ○○○知知知    ○○○ららら    ○○○せせせ    

中中学学生生小小笠笠原原自自然然体体験験交交流流事事業業  
≪西宮中生の募集について≫ 

 先日、区の募集チラシを配布しましたが、本校で
は下記のとおり募集します。 
１ 応募用紙の配付 
・本日から９月２日(金)まで 
・職員室・副校長のところへ来てください。 

２ 応募用紙の提出 
 ・９月５日(月)から９月１０日(土)まで 
 ・副校長へ直接提出してください。 
３ 校長先生との面接 
 ・９月１２日(月)から９月１６日(金)の期間 
 ・応募生徒には個別に実施日時を連絡します。 
４ その他 
 ・事業全体の概要や日程等は、チラシを 
  参照してください。 
 ・不明な点や問い合わせは副校長まで。 

７月の土曜授業では、西宮中の 

大先輩、５期生の皆様をお招きしてシ

ンポジウムを行いました。本校を卒業

後、社会でご活躍されている皆様の豊

富な体験談をお話しいただきました。 

 シンポジウムに参加した生徒たち

は、自分自身の将来に向けて、中学生

として何を考え、何を準備しなければ

ならないかなどを考えるきっかけと

なりました。皆様、ご多忙のところ本

当にありがとうございました。 

宮前５丁目北地区・南地区防災防犯会共

催の『七夕コンサート』が、今年も体育館

で開催されました。地域の方々の日本舞

踊・長唄、キーボード演奏、ダンス発表と

ともに、西宮中吹奏楽部が素晴らしい演奏

を披露しました。 

「社会を明るくする運動」とは、

法務省が主唱し、犯罪のない明る

い社会を築こうとする全国的な運

動のことです。当日、西宮中から

は 15 名を超える生徒たちがボラ

ンティアとして久我山駅頭に立

ち、啓発のための演説やティッシ

ュペーパー配りを行いました。 

左から 瀬上様、三輪様、寺井様、辻様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『２年生 職場体験学習』7/6(水)～/12(火) 

14 三浦屋松庵店 27 ＢＥＣＫＹ

1 イノバ自動車 15 むし社 28 宮前保育園 41 井草八幡宮

16 洋服の青山 29 みやまえ動物病院 42 ＶＩＭ　ＳＰＯＲＴＳ　アベニュー

2 ino①Bakery 30 浴風会病院 43 大宮八幡宮

3 オオゼキ高井戸店 17 エスプリ・ドゥ・パリ 44 荻窪ボウル

4 オリンピック高井戸店 18 お菓子工房　きいちご 31 玉成幼稚園 45 神明宮

5 こけしや 19 吉祥寺第一ホテル 32 久我山病院 46 日通自動車学校　杉並校

6 サミット高井戸東店 20 Honey's Bagel 33 國學院大學付属幼稚園 47 原田農園

7 セブンイレブン久我山三丁目店 21 マクドナルド井の頭通り高井戸店 34 ジュンインターナショナルプリスクール

8 セブンイレブン杉並宮前五日市街道店 35 西荻北幼稚園 48 荻窪消防署

9 ツタヤ吉祥寺店 22 久我山保育園 36 西荻図書館 49 杉並区役所総務部広報課

10 トヨタタウンポート井の頭 23 高井戸保育園 37 西荻まこと幼稚園 50 東京都青少年・治安対策本部

11 ファミリーマート久我山駅北店 24 デイホーム宮前ふれあいの家 38 西荻南児童館

12 ファミリーマート塚本西荻南店 25 トラストガーデン杉並宮前 39 西宮中学校

13 丸井吉祥寺店 26 野のはな空のとり保育園 40 宮前図書館

○ 教育、学習支援業

○ 他のサービス業、その他

○ 公務

○ 宿泊業、飲食サービス業

○ 医療・福祉

○ 製造業

○ 卸売・小売業

毎年この時期、２年生を対象に、学校生活を離れ地域で学ぶ『職場体験学習』を実施しています。５日間に渡る社会体

験を積むことによって、働く意味や大切さを学ぶとともに、自らの進路・キャリアを考えるきっかけとしました。また、

今回の職場体験でお世話になった方々に対する感謝の心をもち、社会生活に欠かせない礼儀やマナーも身に付けました。 

『『職職場場体体験験学学習習』』ににごご協協力力いいたただだいいたた事事業業所所一一覧覧（（全全5500事事業業所所）） 

ありがとう  
ございました！  

《２学期当初～９月の主な行事予定》         
○8/29日(月) 夏季休業日終 

○30日(火) 始業式 

○31日(水) 領域別確認テスト(3年)、校内研修会 

○9/1日(木) 避難訓練 

○ 2日(金) モジュール：国語 始 

○  3日(土) 杉並区中学校オータムコンサート(吹奏楽部参加) 

○  ５日(月) 全校朝礼、安全指導、専門委員会[45分]  

○  7日(水) 職員会議 

○  ９日(金) モジュール：国語 終 

○10 日(土) 土曜授業： 誕生学(1 年)、メンタルトレーニング(2 年)、

高校出前授業(3年)、モジュール：数学 始 

 

○12日(月) 生徒会朝礼 

○13日(火) 内科検診(3年) 

○15日(木) 生徒会選挙 

○16日(金) 修学旅行事前指導(3年) 

       モジュール：数学 終 

○18日(日) 修学旅行(3年) 始 

○20日(火) 修学旅行 終 

○21日(水) 振替休業日(3年)、PTA給食試食会 

○23日(金) 美術部作品展 始 

○27日(火) 校外学習(2年)、美術部作品展 終 

○28日(水) アフタースクールスタディ始、校内研修会 


