
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2専門委員認証式がおこなわれました。 10/17交流日で小学生が来校しました。 

（学校生活の向上をめざし活躍してください） （中学校への興味関心があふれていました） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛り上がった文化祭                  校長 佐野 眞吾 

 

２学期の大きな学校行事、文化祭が１０月２３日（木）２４日（金）に行われま

した。２学期の目標ということで学習への取り組みと同時に、文化祭を通して、思

いで作りと団結による学校生活の向上を掲げていましたが、生徒たちは展示に、合

唱に、劇や演奏にしっかり取り組んでくれました。今年、文化祭の内容が変更され、

「新たなる西谷伝説」をスローガンに全学年合唱コンクールや有志によるステージ

発表の拡大等、新たな取り組みが行われましたが、一生懸命な姿に感動する場面が

いっぱいありました。中でも３年生の頑張る姿は、下級生にもしっかりとメッセー 

ジを送るすばらしいものでした。 

用意した保護者席に座りきれないほど沢山の保護者の皆様に参観していただき、

温かいご声援で文化祭が一層盛り上がりました。ありがとうございました。 

 

関心を持つことの大切さ 

 

合唱コンクールの取り組みでは、クラスの中に歌うことが好きな人、嫌いな人、

得意な人、得意ではない人が必ずいます。曲が決まり、練習が始まっても雰囲気が

盛り上がらず、生徒同士のぶつかり合いがよく見られます。コンクールなので賞が

決まりますが、賞を取ることよりも、合唱を通してクラスの生徒が心を一つにする

ことが大切であり、やる気のない人がいても無関心ではいられません。やる気のな

い人を巻き込んで合唱に参加することの楽しさを伝え、共に歌い、楽しみ、心が一

つになったとき、クラスの団結力は高まります。そのことは日常の学習や生活面に

も好影響をもたらします。 

自分だけでなくクラスが良くなるために、学年が良くなるために、学校が良くな

るために仲間に関心を持ち、そして行動する。そんな学校になることを願っていま

す。関心を持つことの大切さを考えさせられた一日でした。 
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横浜市個別支援学級合同体育祭が行われました。 

 

 

 

 

 

 

郊外での生徒活動の様子です。 

 

 

 

 

 

 

 

10/4の「愛・らいふ・遊」フェスティバルにボラン 

                    ティアで参加されていた方からお手紙を頂きました。  

                    「西谷中学校の生徒さんのすばらしい演奏を聴き感 

動しました。ご指導する先生のご苦労もあると思 

いますが一生懸命楽器に向かっている姿が何とも 

言えませんでした。小学４年生の孫にも是非音楽 

の道に進んで貰いたいと思いました。吹奏楽部の 

生徒さんを誉めてあげてください。これからも応 

援します。」とのことでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/28 川島小学校地域防災訓練に防災美化委員が

「がやっこレスキュー隊」として参加しました。 

11/9 西谷中学校地域防災訓練に防災美化委員が

「がやっこレスキュー隊」として参加しました。 

9/21市沢熊野神社の中学生御輿に生徒会役員や

学年委員がボランティアとして参加しました。 

11/2 川島原地区ふれあい芋祭りに福祉委

員が参加しました。 

10/4福祉施設「愛・らいふ・遊」のフェスティバル、10/25川島小学校運動会と市沢フェスタに

吹奏楽部が参加しました。 

９月２５日に個別支援学級合同体育

祭が開催されました。良い天気の中、

生徒は三ツ沢陸上競技場で元気いっぱ

いに活動することができました。午前

中は男女持久走、ハンドボール投げや

短距離走が行われました。 

午後には男子、女子、男女混合のリ

レーに出場し、力いっぱい走り切りま

した。 



平成２６年度部活動  秋の記録 

サッカー部 

平成 26年度保土ヶ谷区秋季サッカー大会  優勝 

陸上競技部 

○横浜市総合体育大会 陸上競技の部 

男子２００ｍ 大石 颯  第７位 ２４秒２７ 

男子４００ｍ 伊藤拓朗  第７位 ５３秒１１ 

女子１００ｍ 前田柚奈  第１位 １２秒３４（大会新記録） 

女子四種競技 今津明日花 第５位 ２３３１点 

女子低学年４×１００ｍ 鳴海、三村、和田、荒井  第７位 ５３秒１０ 

女子共通 ４×１００ｍ 川名、前田、今津、中村  第５位 ５１秒１７ 

○神奈川県総合体育大会 陸上競技の部 

 女子１００ｍ 前田柚奈  第１位 １２秒３４（大会新記録） 

 女子四種競技 今津明日花 第６位 ２４３０点 

野球部 

 保土ヶ谷区中学校秋季野球大会 優勝 

ソフトテニス部 

横浜市ソフトテニス選手権大会 女子個人戦３位 室・北村組 県選手権大会出場 

横浜市ソフトテニス選手権大会 女子個人戦 ベスト３２ 小俣・和田組 県選手権大会出場 

横浜市ソフトテニス選手権大会 女子団体戦 ベスト１６ 

横浜市ソフトテニス選手権大会 男子団体戦 ベスト３２ 

女子バレーボール部 

平成２６年度秋季市大会出場（予選リーグ２位） 

バスケットボール部 

平成２６年度保土ヶ谷区新人バスケットボール大会  男子５位 女子７位 

平成２６年度横浜市新人バスケットボール大会Ｂブロック 男子ベスト３２ 女子ベスト３２ 

バドミントン部 

保土ヶ谷区中学校秋季バドミントン大会  女子団体戦  第２位  市大会出場 

                    男子団体戦  第３位 

横浜市民体育大会バドミントン競技の部  女子団体戦  第５位  県大会出場 

卓球部 

横浜市中学校秋季卓球大会女子団体戦決勝トーナメント  ベスト１２（予選ブロック２位で決勝進

出） 

保土ヶ谷区中学校秋季卓球大会 新人女子の部 １位 安岡 美咲  市大会進出 

新人女子の部 ３位 根本 雛実  市大会進出 

保土ヶ谷区中学校秋季卓球大会 新人女子の部 ３位 日原 愛里  市大会進出 

新人女子の部 ５位 五十嵐 智春 市大会進出 

新人女子の部１０位 齋藤 亜衣  市大会進出 

新人男子の部 ５位 川井 康平  市大会進出 

１年生男子の部１位 堀川 裕太  市大会進出 

１年生男子の部３位 秋山 大輝  市大会進出 

水泳部 

神奈川県中学生水泳競技大会 新人戦 ２年 佐々木杏奈 200ｍ個人メドレー 優勝 大会新記

録 

科学部 

文化祭「ピタゴラスイッチ」発表 

茶道部 

文化祭「お茶会」発表 



美術部 

全市統一行動キャンペーン啓発イラスト 最優秀賞 寺西 英里彩 

「清潔で、きれいな街ほどがや」ポスター展 佳作 根本純怜 

ギター部 

文化祭ステージ発表、保土ヶ谷区生徒音楽会、「川島けんこう祭り（地域ケアプラザ）」にて演奏 

演劇部 

文化祭ステージ発表 

吹奏楽部 

８月３１日(日) フェスティバルＩＮ西谷に出演 

９月１３日(土) ジャパンカップ全国大会 Ｊｒ．マーチングバンド部門８位入賞 

９月２１日(日) 保土ヶ谷警察交通安全パレードに出演 

１０月４日(土) 愛ライフユー・オータムフェスティバルにて訪問演奏  

１０月５日(日) 神奈川県大会（マーチング連盟）に出場 関東大会へ推薦 

１０月１８日(土) 保土ヶ谷区民まつり(保土ヶ谷公園)に出演 

１０月２４日(金) 西谷中学校 文化祭 ドリル演技 

１０月２５日(土) 川島小学校 ゆめっ子大運動会に出演 

１０月２５日(土) 市沢小学校 市沢フェスタに出演 

１１月１日(土) 鶴ヶ峯小学校 あきまつりに出演 

１１月８日(土) 関東大会(マーチング協会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な予定 

11/13(木) 1年「職業の話を聞く会」 ２年「まちの体験学習」 

11/15(土) 休日授業参観 ３年進路説明会（５校時 体育館） 

11/17(月) 代休 

11/19(水) 後期中間テスト（３年のみ）技家・保体・音  教育講演会 10:00～12:00      

11/20(木) 後期中間テスト 国・社・美(３年のみ) 

11/21(金) 後期中間テスト 数・理・英 

11/25(火) １年スキー教室保護者説明会 16:00～ 

11/26(水) 朝会 

12/12(火)・3(水) 柔道着販売（昼休み） 

10/14(木) (宿泊行事のため)１年内科検診 9:15～  ３年「連絡カード配布」 

10/15(金)～11(木) ３年保護者面談 

10(水)～16(火) １・２年保護者面談【連絡カード配布】 

25(木) 冬季休業前集会 

26(木)～1/6(火) 冬季休業 

21/17(水) 朝会（冬季休業後集会） 

10/18(木)～23(金) 校内書き初め展 

 

 

 

生徒指導専任教諭 中村 悟 

１１月１９日（水）１０：００～１２：００ 西谷中学校 視聴覚室にて教育講演会を 

開催します。内容は、インターネット、携帯の安全・安心な使い方です。 

地域の方や小学生保護者の参加も大歓迎です。当日参加、可能です。 

 


