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夏休み大活躍した西谷中

校長 佐野

眞吾

記録的な猛暑が続いた夏休みでしたが、生徒達が大活躍した夏休みでもありまし
た。８月２７日二学期始めの全校集会で次のような話をしました。
「生徒の皆さんには、こうして元気に二学期が迎えられたことがなによりです。
夏休み前の全校集会では、様々な活動を通して一体感を高めようという話をしまし
た。まさに、この夏休みは部活動を通して一つの目標に向かって皆が力を合わせ、
すばらしい一体感を味わうことができていたと思います。関東大会に出場したサッ
カー部の皆さん、全国大会に出場し水泳４００メートル個人メドレーで優勝した
佐々木杏奈さん、全国大会に出場し空手個人組手ベスト１６に入った村川花音さん
や女子団体組手の皆さん、同じく全国大会に出場し陸上２００ｍ準決勝に進出した
三村香菜実さんをはじめとして、多くの部活動で多くの生徒の皆さんが、その持て
る力を存分に発揮して大活躍しました。
いろいろな部活動を応援して気付いたことがあります。活躍した人の共通点とし
て、どんな場面でも動じない精神的な落ち着きがあり、緊張してもおかしくないよ
うな場面さえ、進んで楽しんでいるかのように感じました。確かな練習に裏打ちさ
れた自信の所為でしょうか。また、そこには、出場した選手・メンバーだけでなく、
普段の練習を支え励ましてくれた生徒の存在と頑張りがあったはずです。また、試
合・コンクールの当日、必死になって応援する保護者の皆様の熱い視線と声援にも
感動しました。早朝練習時のお弁当作りを始めとして生徒の日々の食生活を支えて
くださる家庭の協力にも頭が下がる思いです。大活躍の裏にはこのように沢山の人
達の有形無形の支援があったことを忘れないようにしましょう。
さて、一番長い二学期が始まります。勉強、部活、行事においてもさらに一体感
が高まるような取り組みを期待しています。」という話でした。
保護者の皆様、お子様の夏休みはいかがだったでしょうか？休み明け、落ち着い
た学校生活を送るためにも、生活のリズムを整えるのにご協力をお願いいたします。
地域の皆様、生徒の様子を温かく見守っていただき、誠にありがとうございます

９月 1 日（火）に『大地震を想定した避難訓練』が行われました。
今年度、二回目の避難訓練が
「震度６弱の地震発生、生徒留め置き」を
想定して行われました。大規模地震発生時
の身の守り方や一斉避難時のポイント
「お・か・し・も」などが確認されました。
残念ながら雨天のため、体育館への避難、
教室への二次避難の訓練でしたが、生徒は
ポイントを押さえて移動することができました。

夏の部活動等の記録
野球
平成２７年度横浜市総合体育大会 ベスト１６
夏季野球大会（新チーム） 保土ケ谷区大会優勝（市大会出場）
サッカー
平成２７年度横浜市総合体育大会 優勝
同
神奈川県大会 準優勝
同
関東大会 ベスト１６
陸上
平成２７年度関東中学校陸上競技大会 女子２年 100Ｍ 三村香菜実 第２位（12 秒 53）
平成２７年度全日本中学校陸上競技大会 女子 100Ｍ 三村香菜実 出場（25 秒 44）
同
女子 200Ｍ 三村香菜実 準決勝進出（15 秒 86）
平成２７年ジュニアオリンピック選考会
同
同
同
同
同

女子Ａ砲丸投 波戸﨑 舞 第５位（8Ｍ99）
女子Ｂ100Ｍ 三村香菜実 第１位（12 秒 49）
女子Ｃ走幅跳 松尾 愛 第４位（4Ｍ69）
女子Ｃ100Ｍ 丹羽好亜
第５位（13 秒 36）
女子 AB 共通円盤投 北澤果苗 第３位（24Ｍ85）
女子 AB 共通円盤投 小林美結 第７位（22Ｍ42）

ソフトテニス
平成２７年度横浜市総合体育大会 女子団体戦 ベスト８（県大会出場）
同
男子個人戦 三輪・冨川組 ２４位（県大会出場）
同
男子個人戦 白田・高橋組 １回戦出場
同
男子個人戦 百木・寺村組 ２回戦出場
市民大会 男子団体（１，２年生の部） 第３位
同
女子団体（１，２年生の部） ベスト１６
ＹＯＮＥＸ杯

男子団体（２位グループ）

バレーボール
平成２７年度横浜市総合体育大会
保土ヶ谷区新人大会（１，２年生）

優勝

ベスト３２（４回戦進出）
第３位

卓球
保土ケ谷区大会

男子個人戦 川井康平 第５位（市大会出場）
女子個人戦 安岡美咲 第１位（市大会出場）
同
根本雛実 第５位（市大会出場）
同
五十嵐智晴 第５位（市大会出場）
平成２７年度横浜市総合体育大会 男子団体戦出場
横浜市夏季カデット卓球大会

バスケットボール
平成２７年度横浜市総合体育大会
平成２７年度横浜市総合体育大会

堀川裕太・浜木彪我（ブロック３位）

男子の部出場
女子の部出場

バドミントン
保土ヶ谷区大会

女子シングルス

篠嵜香穂

準優勝

女子ダブルス 小森冴花・藤﨑衣織組
準優勝
同
稗田みなみ・阿部実法組 第３位
男子ダブルス 千葉海斗・大永景虎組
第３位
平成２７年度横浜市総合体育大会 女子団体戦 ベスト１６
同

同

女子シングルス

同

女子ダブルス

篠嵜香穂

第５位（県大会出場）

小森・藤﨑組

第５位（県大会出場）

柔道
平成２７年度横浜市総合体育大会 男子団体戦 ベスト１６（県大会出場）
保土ケ谷区大会 ５人制団体戦 西谷Ａ 準優勝
３人制団体戦 西谷Ｂ
同

西柴杯柔道大会

旭区大会
同

個人戦 １年生軽量級
同
１年生中量級
同
２年生
同
３年生軽量級
同
３年生中量級
個人戦 １年生軽量級

同
同
同
同
５人制団体戦
３人制団体戦
個人戦
同

秋元勇斗
植村貴紀

400Ｍ個人メドレー
200Ｍ個人メドレー

優勝

優勝
準優勝
準優勝
優勝
優勝
優勝

１年生中量級 佐伯拓海 優勝
１年生重量級 秋元勇斗 準優勝
２年生軽量級 栗原城大朗 優勝
２年生中量級 三村陵馬 優勝
西谷 優勝
１年生の部 西谷Ａ 優勝

１年生の部
３年生の部

水泳
全国・関東大会予選
同

渡辺一積
秋元勇斗
三村陵馬
植村貴紀
野本翼樹
渡辺一積

西谷Ｂ

準優勝

第３位
第３位

佐々木杏奈
佐々木杏奈

優勝（4 分 48 秒 72 大会新記録）
優勝（2 分 17 秒 48 大会新記録）

横浜市大会 400Ｍ個人メドレー 佐々木杏奈 優勝（4 分 49 秒 19 大会新記録）
同
200Ｍ背泳ぎ
福島 麟
第５位（2 分 40 秒 83）
同
200Ｍ背泳ぎ
須藤陽平
第２位（2 分 29 秒 41）
神奈川県大会 400Ｍ個人メドレー 佐々木杏奈 優勝（4 分 52 秒 67 大会新記録）
全国大会
400Ｍ個人メドレー 佐々木杏奈 優勝（4 分 45 秒 36 神奈川県中学校新記録）
200Ｍ個人メドレー 佐々木杏奈 第３位（2 分 16 秒 88 大会新記録）
空手
全国空手道大会
同

女子団体組手
女子個人組手

出場
村川花音

ギター
全国学校ギター２０１５

銀賞

茶道
横浜学校研修茶会参加

ベスト１６
剣道
９月２２日のブロック大会
（新人戦）での入賞目指して、
夏休み中は稽古を重ねました。
応援よろしくお願い致します。

吹奏楽
東京実業ジョイントコンサート参加

サマーマーチングフェスティバル出場

ジャパンカップ出場
8/30
小雨が降る中、西谷フェスティバル開会式で演奏する吹奏楽部

生徒指導専任教諭 中村悟
夏休み中の大きな事故等はなく、元気よく過ごしていました。これからも、子どもたち
にとって充実した中学校生活が送れるように、ご支援をお願いします。
８月２７日（木）に生活のアンケートを実施し、８月２８日（金）から９月２日
（水）まで担任と生徒の教育相談を行いました。

＊１０月１６日（金）児童生徒交流日（小学校と中学校との交流日）

主な予定
9/19(水) 前期期末テスト 1 日目 英・技家・美（１・２年のみ、３年は学活）
9/10(木) 前期期末テスト２日目 社・国・音
9/11(金) 前期期末テスト３日目 数・理・保体
9/16(水) 区 P 連学年学級分科会研修会（10:00～図書室）
9/18(金) ３年卒業アルバム用個人写真・授業風景撮影（６校時）
9/28(月) ３年卒業アルバム用学級写真撮影（６校時）
9/30(水)

朝会

10/1(木) 個別支援級合同体育祭（三ツ沢陸上競技場）
10/2(金) 全学年連絡カード配布
10/6(火) PTA 第６回運営委員会
9/13(火) ３年合唱コンクールリハーサル
9/14(水) ２年合唱コンクールリハーサル
9/15(木) １年合唱コンクールリハーサル
9/16(金) 全市一斉小中児童生徒交流日

学校をひらく週間（～25 日）

9/22(木)・23(金) 文化祭
9/28(水)～11/2(月) ３年進路三者面談
9/29(木)・30(金) 個別支援級宿泊行事
11/4(水) 朝会
保土ヶ谷区音楽会（13:30～保土ヶ谷公会堂）
10/5(木)・6(金) ３年市学習状況調査
9/10(火) １年職業講話 ２年職業体験 PTA 第７回運営委員会

