
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

『夢の実現へ、第一歩を』！！  

校長  石井  良典 

 

新しい年となり、早くもひと月が過ぎました。遅ればせながら、本年も本校の教育活動にご支援、

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

年末年始には、天気も良く暖かな日々が続き、暖冬でスキー場には雪が少ない状況が続きまし

た。今年のスキー移動教室では、雪不足が心配されて困った中学校もあったようですが、ここにきて

日本列島も寒くなり、奄美大島で 115 年ぶりの降雪を記録したり、九州でも１０cm も積ったりしたよう

です。本校の２年生が出発する２月上旬には、菅平高原のスキー場にも平年よりは少ないと思いま

すが、心配ない量の雪があることと思います。雪の量が増えることを祈っています。 

学校では、今、２年生は、明日からのスキー移動教室の準備、１年生は、２年生になってから行う

職場体験の事前学習として職場訪問を行う準備をしています。３年生は、高校受験の出願や試験

の日程が続きます。３年生は必死になって進路決定に向けた努力をしています。健康に気をつけて

栄冠を手にしてほしいと思います。 

さて、新年になり、生徒の皆さんは、初夢は何を見たのでしょうか。毎日、寝ているときに見る夢と

は別に、年も改まり、新たな決意のもと目標を定めた人もいることと思います。言葉を置き換えれば、

夢の実現を目指す決意を新たにしたことでしょう。以前からの夢が引き続いている人もいれば、新し

く考え直した人もいると思います。 

『夢は見るものではない。叶えるものである。』と昨年暮れに引退した女子サッカーなでしこジャパ

ンの澤  穂希選手が述べていたと聞いたことがあります。ただ、夢を見ているだけではなく、実現する

ためにいろいろな努力を積み重ねてきたからこそ言える言葉であると思います。  

もう一つ、夢について、『夢は逃げない。逃げているのは自分だ。』という言葉を紹介します。この言

葉は、少年院に収容されていた若者が書いた手紙の一節にあった言葉だそうです。罪を犯して少

年院に収容された若者が、自分自身を振り返り、やっと気づいた心情であるとは思いますが、これは、

この若者に限ったことではなく、誰にでも当てはまることだと思います。将来の自分の夢を実現させる

べく日々、努力や準備をしている人もいれば、最初から「自分には無理だ」とあきらめてしまう人もい

ます。自分の考え方、心の持ち方で人生は変わります。 

さらにもう一つ、夢の結果だけが大切なのではありません。アメリカのあるプロゴルファーの言葉で

すが、『アメリカンドリームとは、成功することだけを指すのではない。ドリームにチャレンジすることにこ

そ意味がある。』と言っています。 

行動を起こさないことには、何も実現しません。他の人から与えられるのではなく、自分から夢をつ

かむために、新たなスタートをしましょう。みんな応援しています。良い一年を期待しています。  

 

《 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 
 

発行 杉並区立西宮中学校 
平成２７年度１月号（ 2016）

http://www.suginami-school.ed. jp/nishimiyachu/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月末～１月の主な行事など PICK UP！ 

国語科・音楽科 合科型授業 

『平曲（平家琵琶）ワークショップ』[２年生] 11 月 30 日(月) 

日本を代表する現代薩摩琵琶（さつまびわ）の演奏家、平山万佐子様を本校

にお招きし、２年生を対象に平曲ワークショップを実施しました。この授業は、

国語科と音楽科のコラボレーションによるもので、国語では、語りの文学とし

ての「平家物語」に触れ、琵琶とともに語る平曲に親しむ学習、音楽では、語

りの発声や節回し、琵琶の音色などの特徴を聴き取り、平家琵琶を味わう学習

をしました。 

日頃、めったに触れる機会のない平家琵琶ですが、「平家物語」の冒頭部分や

那須与一の鑑賞、代表生徒たちによる群読などを通して、この時間、２年生た

ちは存分に味わうことができました。 

『杉並区中学校対抗駅伝大会 2015』 12 月 13 日(日) 

和田堀公園野球場及び周辺の善福寺川沿いのコースにて実施された『杉並区中学校対抗駅伝大

会』。冷たい霧雨の降りしきる中でしたが、西宮中学校の代表選手たちは、男女とも元気に走り抜

きました。男子チームは７位入賞の大健闘でした！ 

PTA の方々も毎年応援に駆け付けてくださり、選手たちも大変励みとなっています。ご声援あ

りがとうございました！ 



 

 

 

 １月の土曜授業は、みず 

ほフィナンシャルグループ 

常任顧問 塚本 隆史様をお 

招きし、全校生徒を対象に 

講演会を実施しました。演 

目は、「これからの社会が求 

める人間、そして今、中学 

生としてやっておくべきこ 

と」。人として生きていくための基本的なことを学び、自信をもたせていただくとともに、学習面だ  

けでなく、積極的に人と関わり自分を表現していく大切さを学びました。 

 

 

 

 

校内で選出された書き初めの代表作品が、「杉並 

区中学校書き初め展」に出展されました。 

これらの美 

しい作品は、 

1／16 から 

1／22 まで 

の期間、杉並 

区役所１階ホ 

ールに展示さ 

されました。 

 

 

 

 

 下記の日程のとおり、いよいよ３年生は受験 

本番となります。風邪やインフルエンザも流行 

る季節です。体調管理にも万全を期して、受験 

の“天王山”を登り切りましょう！ 

右は３階進路相談室の様子。３年生の進路係 

が部屋の開閉や管理を自主的に行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月土曜授業 『社会人講師による講演会』 １月９日(土) 

～これからの社会が求める人間、そして今、中学生としてやっておくべきこと～  

『杉並区中学校書き初め展』 

1 月 16 日(土)～１月 22 日(金) 

がんばれ３年生！応援しています！ 

～高校入試の日程がいよいよ山場を迎えます～ 

主な入試日程 

＜１月＞ 

15 日 (金 )～私立推薦出願 

21 日 (木 ) 都立推薦選抜  出願 

22 日 (金 )～私立推薦入試 

23 日 (土 ) 私立推薦発表 

25 日 (月 ) 私立一般入試  出願 

26 日 (火 )～都立推薦選抜  学力検査 

＜２月＞ 
 2 日 (火 ) 都立推薦選抜  合格者発表 
 4 日 (木 )～都立一次募集・分割前期  出願 
10 日 (水 )～私立一般入試  
15 日 (月 ) 都立入学願書取下げ  
16 日 (火 ) 都立入学願書再提出  

24 日 (水 ) 都立一次募集・分割前期 学力検査 
＜３月＞ 
 2 日 (水 ) 都立合格者発表・入学手続  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各演奏会で優れた演奏を発表し、優秀な成績を収めました。 

おめでとうございます！  

●TAMA アンサンブルフェスタ １２月２６日（土）  

[八王子いちょうホール ] 

 管楽５重奏チーム  

 演奏曲目『Purple Rondo』 

 銀賞！  
●東京都中学校アンサンブルコンテスト １月２３日（土）  

[府中の森芸術劇場] 

 金管六重奏チーム  

 演奏曲目『Dance Regionale』 

 Gold 金賞！  
●杉並区立中学校ウィンターコンサート  

 １月３０日（土）[杉並公会堂] 

 上記２チームによるアンサンブルと、１・２年生全員による演奏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《平成 28 年２月の行事予定》         
○2/１日(月) ①⇔⑤入替 移動教室前日指導 

○  ２日(火)～５日(金) 移動教室（２年） 

○  ２日(火) 都立推薦入試合格発表（３年） 

○  ４日(木) 都立一般入試出願（３年） 

○  ５日(金) 職場訪問（１年） 

○  ８日(月) 安全指導、専門委員会 

○  ９日(火) 都美術展始 

○10 日(水) 私立一般入試始、職員会議 

○13 日(土) 土曜授業「百人一首大会」 

給食調理業務委託実施説明会[10:00～] 

新入生保護者説明会[11:00～] 

○15 日(月) 全校朝礼、避難訓練、職員会議 

都立一般入試 願書取下げ（３年） 

○16 日(火) 都立一般入試 願書再提出（３年） 

○17 日(水) ⑤カット 杉教研 

○18 日(木) 理科出前授業（１年）③～⑥  

       アフタースクールスタディ始 

○19 日(金) ⑤⑥カット 小中一貫教育研修 

○22 日(月) 生徒会朝礼 

○24 日(水) 都立一般入試 

○25 日(木)・26 日(金)・29 日(月) 

       第４回定期考査（学年末考査） 

○26 日(金) 学校運営協議会 

プール改修工事のお知らせ  

１月２７日(木)～３月１８日(金) 

本校に隣接する南側区画に住宅が建築された 

ため、夏の防球ネット工事に続いて、プールの 

目隠し用のフェンス設置工事が行われることと 

なりました。併せて、プールサイドや通路、見 

学台などのウレタン塗膜防水、プール廻りや更 

衣室等の改修等、プール全面改修も行われます。 

このことに伴い、工事期間中（1/27～3/18） 

は、南門の通行ができなくなります。また、南 

門周辺にはフェンスバリケードが設置されます 

ので、校庭が狭くなります。工事中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほど、お願いい

たします。（※卒業式当日の3/18(金)は、工事は行われません。） 

もし、授業や部活などでボール等がフェンス区画内に入ってしまった場合は、近くにいる先生か工事

業者の方に声を掛けて取ってもらってください。生徒たちのバリケード内の立ち入りはできません。 

１２月～１月 「吹奏楽部」が大活躍しています！ 


