学校教育目標

平成３０年度１２月号
平成３０年１２月３日
さいたま市立大宮西中学校
TEL048(624)4339
http://omiyanishi-j.saitama-city.ed.jp

・創造する生徒
・心豊かな生徒
・鍛 え る 生 徒

「ぼちぼち いこか」
校 長

佐藤 和男

今年は温かい冬ですが、学校の銀杏（いちょう）の木も葉っぱが鮮やかな黄色に染まり、校庭や
通学路の色鮮やかな木々の葉も落ち始めて、ようやく初冬の景色になってきました。
大宮西中学校では昨年度から「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の研究」
を主題として授業力向上を目指しています。１１月２２日（木）には、教育委員会の計画訪問があ
り、道徳、特別活動、総合的な学習の時間、特別支援教育等の授業を全員の先生が行い、教育委員
会の先生方に見ていただき、授業力向上に向けた細かいアドバイスを受けました。教職員一同、大
宮西中学校の子どもたちのさらなる学力の向上のために頑張っています。
１１月は、埼玉県新人体育大会（女子ソフトテニス団体、陸上競技、剣道女子個人、硬式テニス
個人、相撲個人）
、さいたま市駅伝競走大会、５組のさいたま市合同スポーツ大会などで多くの西
中の子どもたちが活躍してくれました。先日の１１月２４日(金)に行われた５組の合同スポーツ大
会持久走の部では、女子３00０m に参加した２年生・小林ユキナさんが大会新記録で優勝し、男
子３０００ｍの３年生・森屋省吾くんも大会新記録で第３位となりました。さらに、女子では２年
生の水口佐弥虹さんが５位となり、１年生の平田亘瑛くんも共通２０００m で１位となりました。
他の生徒も全員が素晴らしい走りを見せてくれました。また、西区作品展、読書感想文や作文コン
クール、理科の研究発表などでもそれぞれの分野で多くの生徒が活躍してくれました。文化部で
は、吹奏楽部がアンサンブルコンテストや内野公民館フェスティバルに参加し、日頃の練習の成果
を披露してくれました。
１１月にはもう一つ大きなことがありました。西中生徒会本部が３年生から２年生にバトンタッ
チしました。旧生徒会長の増山さんから新生徒会長の後藤さんへ生徒会長の襷（たすき）が渡さ
れ、新生徒会長からは西中をさらによい学校にしてゆくための決意表明が力強く行われました。新
生徒会本部の皆さん、そして、３年生から２年生に引き継いだ新しい委員会の委員長さんの活躍を
大いに期待しています。
さて、大宮西中学校では、読書活動を推進しています。その一つ
として、ボランティア生徒による読み聞かせ活動があります。１１
月の読み聞かせでは、１８名の生徒と私を含めた４人の先生方が各
クラスで朝読書の時間に行いました。私は、図書担当の松井先生と
学校図書館司書の岡崎さんが選んでくれた、アメリカのマイク・
セイラーさんの「ぼちぼち いこか」というかわいい絵本を、１年
４組と３年３組で読み聞かせました。のんびり、おっとりとした、
「かば」がやる気を出して仕事をしようとしたもののどれもうまく
いかず、やっぱりもう少しゆっくり考えてみようというお話です。
何かにつけ慌ただしい私たちの生活ですが、たまには立ち止まって、
「ぼちぼち いこか」と、あ
せらずに、ゆっくり考え、行動することの大切さを教えてくれるような絵本で、子どもたちも私の
読み聞かせをリラックスしながら笑顔で聞いてくれました。とても、心が温まるひと時となりまし
た。
２学期も残りわずかとなり、これから寒い日々が続くと思いますが、各ご家庭では、インフルエ
ンザの予防も含めて、子どもたちの健康管理など、どうぞよろしくお願いいたします。
安全点検の結果、異常はありませんでした。

表彰の記録
○さいたま市新人体育大会
女子テニス部 第５位 県大会出場
剣道女子個人戦 第９位 渡邉 香菜 県大会出場
硬式テニスシングルス第 5 位 但木 颯 県大会出場
陸上２年男子 100ｍ第１位栗原 駿 県大会出場
男子 200ｍ第６位 栗原 駿 県大会出場
女子走高跳第８位 秋元 彩詠
１年女子４×１００ｍＲ第２位 石田 碧
伊藤 結莉心 末房 萌子 飯田 美雅姫
水泳 １００ｍ平泳ぎ 第１位 柏木 暁
５０ｍ自由形 第２位 土井 瑞希
５０ｍ背泳ぎ 第２位 後藤 七香
１００ｍ背泳ぎ 第２位 後藤 七香
女子総合
３５点
５位
○埼玉県新人体育大会
陸上 男子 100ｍ 第７位
栗原駿
○石黒記念中学生新人陸上競技大会
１年男子１５００m 第２位 安部 想徠
女子走幅跳 第８位
関口 優香
１年女子８０ｍＨ
第６位 末房 萌子
１年女子４００ｍR 第３位 伊藤 結莉心
末房 萌子 飯田 美雅姫 石田 碧
○剣道神田三郎杯男子
第 2 位 山本 太祐
○楽しい子育て全国キャンペーン三行詩
西区連合会会長賞
橋本 夢花
○科学教育振興展覧会 優秀賞 上原 萌乃華
○理科研究発表会
優秀賞 松原 はるな
○アンサンブルコンテスト 管楽五重奏
銅賞
配島 亭弘
岡 彩乃 田淵 隼人
横山 奈央
𠮷田 志帆
○内野公民館ボランティア証
栃内 春香
赤山 昇大朗 岡野 佑哉 塩川 茉央 松木 萌
○特別支援学級合同スポーツ大会
ビーチバーボールの部 第 5 位 ５組
○埼玉県小・中学校音楽会さいたま市地区大会
代表
３年２組
○西区作品展
工作創意工夫部門特別支援 区長賞 森屋 省吾
工作創意工夫部門特別支援 会長賞 平出 七海
書道部門
金賞 佐藤 優
書道部門
銀賞 青木 彩夏
書道部門
佳作 大橋 愛
図画・ポスター部門特別支援 銀賞 小林 ユキナ
図画・ポスター部門特別支援 佳作 山本 大
図画・ポスター部門 銀賞 山口 結夢
図画・ポスター部門 佳作 北林 菜月
図画・ポスター部門 佳作 二瓶 愛佳
工作・創意工夫部門 佳作 田中 美陽
工作・創意工夫部門 佳作 宮下 明子
工作・創意工夫部門 佳作 清水 美律
○第１６回さいたま市児童生徒作文コンクール
優良賞 関戸 那奈 本田 莉々佳 高橋 充
𡈽田 明優 原 日南海
入 賞 樋山 さくら 榊原 歌歩 玉野 菫
土居 美聡
入 選 齋藤 心夢 青池 祥吾 佐宗 大陸
大嶋 瞳奈 松本 愛未 樋山 さくら
榊原 歌歩 玉野 菫
土居 美聡

全国大会入賞者表彰
相撲の全国大会で
第５位となった 3 年の
手計太希君が教育長か
ら表彰を受けました。

幼児ふれあい体験

小さな子どもたちと交流しました。ご協力いただい
た、みはし幼稚園の皆様ありがとうございました。
小・中合同あいさつ運動

「心を潤す４つの言
葉」推進週間の取組で行
いました。元気よくあい
さつできました。

小・中合同音楽会

小・中合同音楽祭

11 月 9 日に 3 年 2 組が西中の代表として出場しました。

日

曜日

７

金

１月の予定
冬季大会男子卓球
冬季大会バスケ 本校会場

８

火

始業式 身体計測

９

水

さいたま市テスト③（３年）
さいたま市学習状況調査（１，２年）

12

土

土曜授業日

新入生保護者説明会

13

日

冬季大会サッカー

15

火

生徒会朝礼

17

木

専門委員会
２年保護者会（舘岩少年自然の教室）

18

金

５組保護者会

22

火

３年私立高校入試集中日 ３年給食なし

26

土

冬季大会剣道(～27 日)藤花教室

お知らせ

29

火

生徒会朝礼シェフ給食

○１２月の集金は１２月１２日（月）です。全学年１・２月分の給食費とな
ります。月曜日までに郵便局の口座に引き落とし手数料の１０円を含め
た、9,610 円をご用意下さい。

30

水

３年三者面談 （～４日）

31

木

特別支援学級作品展（〜２日）プラザノース

