
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

学校便り  西谷の風 

 

 

発行    第５号 

平成２９年９月５日 

横 浜 市 立 西 谷 中 学 校   

電話 373-5511 FAX381-7412 

 

自分の良さ再発見できましたか？ 
校長 村越 茂雄 

 ７月２１日（金）～８月２７日（日）まで長かった夏休みも終わりました。生徒の皆さんにとっ

てどのような夏休みでしたか。昨年に引き続き、７月２０日（木）の全校集会で、「皆さん一人ひ

とりが大切でかけがえのない存在です、自分の良さを再発見する夏休みにしてください。」という

話をしました。そして、８月２８日（月）の集会で「自分の良さ発見できましたか？」と聞いたと

ころ、今年もまたまた謙遜しているのか？１人が手を挙げてくれたのみという結果でした。西谷中

学校の皆さんの持っている良さはたくさんあります。学校でも、もっともっと活動の中で生徒を褒

めることが必要であると実感いたしました。 

これからの日々の学習や文化祭への準備の中で、友だちの良いところをたくさん見つけてくださ

い。一人ではできないことがみんなでできた時の喜びを感じてもらいたいです。 

 集会の繰り返しですが、温かい学校にするためには一人ひとりの個性を認めることが大切です。

そして、毎日良い言葉を発して生活しましょう。良い言葉がお互いを認め合い応援する仲間づくり

につながります。今、もう一度クラスを見直してみてください、自分のクラスが全員にとって、「居

心地の良い場所」となっているかどうかを。 

今年も西谷中学校の生徒が活躍しています！ 

 

平成29年度よこはま子ども国際平和スピーチコンテストに区代表として出場 3年 山田 碧さん 

第 68 回横浜市立中学校英語弁論大会 3 年 小出 千沙斗さん 

２名が西谷中学校代表として頑張ってくれました。 

第 39 回「全日本中学生水の作文コンクール」県優秀賞・水源環境賞受賞 2 年 大塚さくらさん 

    （本作文は全国中央審査において佳作となりました。） 

 

【吹奏楽部】９月９日 Japan Cup 2017 出場予定 

      １０月１日 神奈川県マーチングバンドフェスティバル 出場予定 

 

【美術部】 横浜市立学校総合文化祭開催ポスターコンクールに多数出品、２年佐々木茜さんが優

良賞を獲得し、また、県中高生イラストフェスコンテストでは、２年本田早来さんが

優秀賞を獲得しました。西谷あいさつ運動ポスターでは３年深谷雅さんと２年佐々木

茜さんが優秀賞をいただきました。      

現在、文化祭展示に向けて共同制作や部誌制作に鋭意取り組んでいます。 

 

【水泳部】  

（横浜市立中学校総合体育大会水泳競技） 

      ３年 福島 麟さん ８００ｍ 自由形    ２位 

      １年 福島 僚さん ４００ｍ 個人メドレー ３位 

      １年 佐藤 瑛さん ２００ｍ 背泳ぎ    ５位 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水泳部の続き 

     （神奈川県中学校総合体育大会水泳競技） 

３年 福島 麟 ８００ｍ 自由形    ３位 

      １年 福島 僚 ４００ｍ 個人メドレー ８位 

 

（団体） （保土ケ谷区大会）  

男女総合優勝     女子総合優勝     男子総合準優勝 

      市総体 ３６名全員出場      県総体 ２０名出場 

 

【陸上競技部】 

  神奈川県ジュニアオリンピック選考会 

       A 男子走高跳    坂口章さん  第３位  １ｍ７５ 

A 男子砲丸投    坂井優太さん 第６位 １１ｍ５７ 

ABC 男子円板投  坂井優太さん 第３位 ２８ｍ２５ 

        

【野球部】 横浜市総合体育大会 ３回戦進出 

文部科学省杯 区大会 第３位 

 

【演劇部】 横浜市中学校演劇発表会 優良賞受賞 

 

【柔道部】 区大会 男子団体     準優勝      女子団体     準優勝 

          ３年生の部    準優勝 秋元勇斗さん 

                   第３位 渡辺一績さん 

          １年生重量の部  優勝  林康太さん 

              

      市総体 男子団体     第５位 

男子体重別個人戦 第５位 秋元勇斗さん 

          女子体重別個人戦 準優勝 森島菖夏さん 

                   第３位 植村朱音さん 

                   第３位 石田和香さん 

   県総体 男子団体出場・女子団体出場 

男子体重別個人戦 第５位 渡辺一績さん  第５位 佐伯拓海さん 

ベスト１６ 秋元勇斗さん 

女子体重別個人戦 第５位 森島菖夏さん  第５位 石田和香さん 

     ベスト１６ 植村朱音さん 

個人出場  那須理人さん、林康太さん 

県総体 相撲競技の部 団体出場 

           個人出場  佐伯拓海さん、那須理人さん、宗像優気さん 

      第 16 回 神奈川県柔道形選手権大会 投げの形・中学生の部 

                   第３位 那須理人さん・宗像優気さん 

第 27 回 マルちゃん杯関東少年柔道大会 中学生の部 男子団体・女子団体出場 

 

 

【サッカー部】横浜市総合体育大会 ４回戦進出 

 

【卓球部】横浜市総合体育大会 団体戦 ブロック大会出場 

               個人戦 3 年 浜木彪我さん 個人戦トーナメント出場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校保健委員会開催 

 

【ソフトテニス部】南・保土ケ谷地区大会 女子個人戦 近江夏子さん・上杉美海さん 

横浜市総合体育大会 

          女子団体戦 ベスト１６ 

          女子個人戦 鈴木菜摘さん・熊本歩夏さん ベスト８  県大会出場 

                近江夏子さん・上杉美海さん ベスト１６ 県大会出場 

市民大会  女子団体戦（1、2 年生の部） ベスト４ 

         保土ヶ谷区大会 女子個人戦 畠中さくらさん・三善來奈さん ベスト４ 

 

横浜市総合体育大会 男子団体戦 ベスト８ 県大会出場 

市民大会 男子団体戦（1、2 年生の部）優勝 

神奈川県ソフトテニス研修大会２位会場 準優勝 

関東中学校ソフトテニス相模原研修大会 男子団体戦 準優勝 

保土ケ谷区大会 男子個人戦 加藤聖斗さん・小八木陽史さん 準優勝 

                       安田昂生さん・池谷晃太さん 第３位 

 

【バレーボール部】 横浜市総合体育大会 ３回戦進出 

    ＪＯＣ神奈川県選抜選手選考会 鈴木美優・髙橋愛海 出場 

 

【ギター部】 全国学校ギター合奏コンクール２０１７（8 月 26 日（土）） 銀賞受賞 

 

【空手道部】 

   ＪＫＦａｎ－ＣＵＰ 

     形の部中学女子第３位：森下 鈴さん  形の部中学男子第３位：黄木勇人さん 

   全日本空手道松涛館第１回関東地区空手道選手権大会 

中学１年女子形の部 優勝：水留捺月さん 

   第５１回横浜市空手道競技大会 

     中学組手男子団体戦：優勝 

     中学男子個人形 準優勝：黄木勇人さん ３位：木下恕維さん 

     中学女子個人形 優勝：森下 鈴さん ３位：水留捺月さん 

     ２年男子組手 準優勝：出嶋 颯さん ３位：伊藤滉基さん・小磯達哉さん 

            第５位：菊池徳大さん 

   第２５回全国中学生空手道選手権大会神奈川県予選 

     男子団体形 4 位 男子団体組手５位 女子団体形３位 女子団体組手３位 

     男子個人形 5 位：黄木勇人さん 

女子個人形 優勝：森下 鈴さん ４位：水留捺月さん 

   全日本少年少女武道錬成大会 準優勝 

   善雄杯空手道大会 中学生形 優勝：木下恕維さん 準優勝：寺内優利花さん 

            中学生女子組手 優勝：寺内優利花さん 

   第５３回和道流空手道連盟全国大会 

     中学生女子個人組手 優勝：寺内優利花さん 

     中学生女子個人形 準優勝：寺内優利花さん  

   第２５回全国中学生空手道選手権大会 女子個人形 森下 鈴さん出場 

 

【剣道部】  保土ケ谷区中学校剣道大会 男子団体 ３位 

       横浜第 2 ブロック予選会  男子団体・女子団体 出場 

 

【バスケットボール部】保土ケ谷区大会   男子優勝 

           横浜市総合体育大会 男子出場 女子出場 

 

【茶道部】文化祭に向けて準備をすすめ、稽古に励んでいます。 



 
テーマ「バイキンとアデューするために」 

病気を予防する正しい手洗いを身につけよう 

８月３１日（木）２時３０分より調理室において 

学校保健委員会が開催されました。歯科校医の金子先生 

と保健成人委員会のお母様方をお迎えし、保健委員の 

生徒がグループに分かれ、手洗いについて学びました。 

 Ｏ１５７による食中毒、ノロウィルス、インフルエンザ、 

結核などいろいろな病気が人から人へうつるというお話の後、 

             手洗い前の手の汚れをブラックライトを使って見てみました。き

れいに見えても、結構汚れていることに驚いた後、石鹸を泡立て

て３０秒以上、手のひら・手の甲・指先（爪）・指の間・親指・

手首の６か所を洗います。すすぎは２０秒以上です。そのあと、

再度汚れを確認しました。そこで、まだ汚れが少し残っていても、

アルコールスプレーを使うと、すごくきれいになりました。 

              この内容は、文化祭で展示発表します。 

生徒指導専任 藤木先生より 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な予定 

 9 月 13～15 日 期末テスト      

9 月 15 日 3 年個人写真撮影 

9 月 19 日 3 年クラス写真撮影 

9 月 22 日 3 年クラス写真撮影予備日 

9 月 25～10 月 20 日 文化祭週間 

9 月 28 日 個別支援合同体育祭 

10 月 6 日 3 年英検 1 次試験・全学年連絡カード配布 

10 月 13 日 児童生徒交流日 

10 月 13～20 日 学校ひらく週間（授業参観週間） 

10 月 19・20 日 第 56 回文化祭 

10 月 21 日 保土ケ谷区音楽会（保土ケ谷公会堂） 

10 月 27 日 3 年進路説明会 

11 月 2 日 2 年進路説明会 

11 月 6～13 日 3 年進路面談 

11 月 9・10 日 3 年横浜市学習状況調査・個別支援級保土ケ谷区宿泊学習 

11 月 10 日 1 年スキーウェアサイズ合わせ 

夏休み中は部活動で頑張っている姿が見られました。世代交代して新チームで活動して

いる部活も多く、これからが楽しみです。 

８月２８日（月）に生活アンケートを実施し、８月２９日（火）から９月１日（金）ま

で担任と生徒の教育相談を行いました。 

これからも、充実した中学校生活を送る事ができるように、ご支援をお願いします。 

＜お知らせ＞  

スクールカウンセラーとしてお世話になっておりました室津沙知カウンセラーが８月から産

休に入られました。 

９月からは深澤信枝カウンセラーが毎週火曜日においでになります。 

＜深澤カウンセラーによる教育相談＞ 

８月２９日（火） 

９月 ５日（火）、１２日（火）、１９日（火）、２６日（火） 

１０月 ３日（火）、１０日（火）、１７日（火）、２４日（火）、３１日（火） 

１１月 ７日（火）、１４日（火）、２１日（火）、２８日（火） 

 

 


