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日 曜 １１月行事予定 昼食 日 曜 １２月行事予定 昼食 
1 日 市駅伝・市総体閉会式  1 火 ３年進路面談① 〇 
2 月 ○ 2 水 ３年進路面談② 〇 

3 火 文化の日  3 木 ３年進路面談③ 

特別支援学校選抜試験 
〇 

4 水 ３年進路面談① ○ 4 金 ３年進路面談④ 〇 
5 木 ３年進路面談② ○ 5 土   
6 金 ３年進路面談③ ○ 6 日   
7 土 県駅伝大会  7 月 読書週間（～18日） 〇 
8 日  8 火  〇 
9 月 ○ 9 水 生徒会各種委員会 〇 
10 火 川崎市学習診断テスト ○ 10 木 耳鼻科検診 〇 
11 水 後期中間テスト① × 11 金 １年職業講話 〇 
12 木 後期中間テスト② ○ 12 土   
13 金 後期中間テスト（３年のみ） ○ 13 日   
14 土   14 月  〇 

15 日   15 火 生徒会評議員会 

３年入試相談開始 
〇 

16 月  ○ 16 水  〇 
17 火 生徒会各種委員会 ○ 17 木 小６体験入学① 〇 
18 水 歯科検診・心臓病検診 ○ 18 金 １・２年三者面談① 〇 
19 木 歯科検診（夜間学級） ○ 19 土   

20 金 新入生保護者入学説明会 

諸会費引き落とし日 
○ 20 日   

21 土   21 月 小６体験入学② 〇 
22 日  22 火 １・２年三者面談② 〇 
23 月 勤労感謝の日  23 水 １・２年三者面談③ 〇 
24 火 心臓病検診 ○ 24 木 １・２年三者面談④ 〇 

25 水 開校記念日  25 金 生徒集会・全校集会 

午前授業 
× 

26 木 生徒会評議員会 ○ 26 土 冬季休業開始  
27 金 ２年進路説明会 ○ 27 日   
28 土  28 月 学校閉庁日(〜1/4)  
29 日   29 火 年末年始休業(〜1/3)  
30 月  ○ 30 水   
    31 木   

※12/28〜1/4は年末年始休業と学校閉庁日のため学校を閉鎖しています。教職員の勤務が

ないため、平日であっても電話対応等ができませんので、あらかじめご了承ください。 
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１１月・1２月の行事予定 

                西中通信 
 

〜誰もが過ごしやすい社会のために〜 

ひとつひとつを丁寧に 
校長 安部 賢一 

11月、12月ともに 最終下校17:00 

 第３波ともいえる全国的な新型コロナウイ

ルス感染症の再拡大で、国内では再び緊張感

が高まっています。そのため、繁華街におけ

る人出の減少、企業の倒産や減収減益、全国

で自殺者が急増しているといった報道が相次

ぎ深刻化しています。改めて、感染防止と経

済活動との両立、バランスの難しさを思い知

らされます。 

 本校は、生徒数約1,300 名の日本最大級の

学校ですから、感染者やクラスターが他校に

さきがけて確認されたとしても確率的に不思

議ではありません。しかし、修学旅行や自然

教室、体育祭と文化祭、そして市総体のよう

な全市行事を経てもなお、今のところ感染者

を出さずに済んでいます。前号でも触れたよ

うに各ご家庭における不断の感染防止対策に

加えて、さまざまな心遣いのおかげと思いま

す。本当にありがとうございます。 

 ところで、今年はインフルエンザとそれに

よる学級閉鎖が全国的に少ないそうです。コ

ロナ対策の副産物ともいえますが、マスクや

手洗いといった基本的な対策が、こうした感

染症にとても有効であることの証しと言えま

す。これから低温乾燥の時期を迎えますので、

油断せず引き続き感染防止に努めたいと思い

ます。 

〜・〜・〜・〜・〜 

 閑話休題。後期になってから体育館での全

校集会を再開しました。それにより、久しぶ

りに1,300人の生徒全員を前に話す機会を得 

ました。11月９日の全校集会では、「動作はひ

とつひとつを丁寧にやろう。」というお話をし

ました。実は以前にも触れたことでしたが、

もう少し具体的に話したかったのです。 

●「動作はひとつひとつ丁寧に行った方が、

所作として美しい。」 

 高校受験の面接会場で、扉の開け閉めと挨

拶を分けて行うと美しい。廊下で先生やお客

様とすれ違うときにいったん立ち止まって挨

拶すると美しい、など。 

●「動作はひとつひとつ丁寧に行った方が、

安全である。」 

 友達とおしゃべりしながら廊下を歩いてい

て人とぶつかったり、ふざけながら掃除をし

ていて足を滑らせたり。学校の事故はたいて

い同時に２つ以上の動作や思考をしていて起

きていること。 

●「動作はひとつひとつ丁寧に行った方が、

みんなが過ごしやすい。」 

 玉乗りしながらジャグリングをするなんて 

誰でもできることではありませんが、簡単な

ことでも同時に２つのことをやるのは、人に

よってはとても苦痛であること。 

 授業でもプリントの問題を解いている最中

に、先生からあれこれ指示が出されると混乱

するよね、と言うと、体育館のあちこちで頷

く生徒が…。  

 実は今回、この話をする背景として、いく

つか気になることがありました。ひとつは、

授業中や部活動に限らず、今年度は校内での 

怪我が多いということです。これは本

校に限ったことではないようですが、

当初はコロナ禍の影響による運動不足

が一因かと思いました。しかし、休み時

間など普段の様子を観察していると、

例年に比べてざわつきが大きいので

す。体力でなく心因性ではないのか、そ

んなことが頭をよぎりました。落ち着 
いた学校生活を取り戻すこと。それが最大の怪

我の防止かも知れません。 
 もうひとつは、クラスなどの集団生活になじ

めない生徒が、徐々に増えてきたことです。本

校では独自に「適応支援室」を設置し、集団への

不適応や不登校傾向にある生徒を支援していま

す。５人の支援教育コーディネータ、スクール

カウンセラー、教育相談員（家庭訪問相談員）、

そして臨床発達心理士が本校独自のチームを編

成して、クラスへの復帰を支援しており、一定

の成果を挙げています。 
 しかし、対症療法では限界があります。大切

なのは予防。教員による誰一人こぼさない指導

技術も大切ですが、そもそも誰もが過ごしやす

いクラス集団づくりを大人に頼らず生徒自らの

力で作ってほしい。それが未来の社会につなが

っていくと考えたのです。 
 全校集会の短い時間で、私の話が生徒にどれ

ほど伝わったでしょうか。あれ以来、私とすれ

違う生徒がときどき立ち止まって挨拶してくれ

るようになりましたが。私の言葉の足りないと

ころを各ご家庭でフォローしていただけると、

とても嬉しいです。 
〜・〜・〜・〜・〜 

 今月もあっという間に後半戦。３年生はまも

なく高校受験で提出する調査書の評価・評定が

確定します。その後、再び三者面談を行い、いよ

いよ進路（受験先）が絞り込まれます。私立高校

の一部では入試を行わず書類選考に代えるな

ど、今回の高校受験は異例続き。学年主任と進

路主任を先頭に、３学年の職員の間には一人も

漏らすまいと緊張感が高まってきています。 
 このほか、今週２０日(金)は、小学校６年生の

保護者を対象とした令和３年度の本校の入学説

明会が、全市のトップを切って行われます。 
 また、次週２７日(金)は、２学年の進路説明会 
 

が開催されます。例年は年明けに開催していましたが、昨年度から

この時期に前倒しして、直近の進路情報を２年生の保護者に提供し

ます。ぜひご参加ください。 



 

 

 

●種目別競技結果～前号より続く～ 
 
【サッカー】＜優勝＞ 
○西中原 2-0 御幸  
○西中原 5-1 東高津 
○西中原 2-0 京町 
○西中原 2-1 柿生 
○西中原 3-0 大師 
 
【バレーボール・男子】＜準優勝＞ 

○西中原 2-0 富士見 
○西中原 2-0 大師 
○西中原 2-0 南加瀬 
○西中原 2-0 宮内 

西中原 0-2 向丘○ 
 
【バレーボール・女子】 

○西中原 2-0 住吉 
○西中原 2-0 今井 
○西中原 2-0 南加瀬 

西中原 0-2 塚越○ 
 

【剣道・女子団体】 
○西中原 4-0 御幸 
○西中原 1-0 塚越 
○西中原 1-0 南加瀬   

西中原 2-3 中野島○ 

剣道 

駅伝競走 

サッカー 

バレーボール 

 

●学校対抗戦 
 
男女総合の部＜優勝＞ 
1位 西中原  268点 
2位 東橘   136点 
3位 稲田   120点 
4位 川中島  103点 
5位 橘    93点 
6位 御幸   87点 
7位 塚越   86点 
8位 富士見  84点 
9位 宮前平  83点 

10位 宮崎   80点 
 
※西中原は19年連続 

39回目の総合優勝 ＜準優勝＞ 
軟式野球 
バレーボール（男子） 
ソフトテニス（女子） 
陸上競技（男子団体） 
体操競技（男子団体） 
駅伝競走（男子） 

●上位入賞種目 
 
＜優勝＞ 
サッカー          ※10 年ぶり  7 回目 
卓球（男子団体）     ※12 年ぶり 11 回目 
ハンドボール（男子）   ※ 2 年ぶり 23 回目 
ハンドボール（女子）   ※ 2 年連続 38 回目 
水泳競技（男子団体）  ※ 3 年連続 14 回目 
水泳競技（女子団体）  ※11 年連続 12 回目 
水泳競技（男女総合）  ※12 年連続 
体操競技（女子団体）  ※12 年連続 16 回目 
体操競技（男女総合）  ※ 4 年連続 
新体操（男子団体）    ※24 年連続 30 回目 
新体操（女子団体）    ※46 年ぶり  2 回目 

男子総合の部＜優勝＞ 
1位 西中原  157点 
2位 東橘   99点 
3位 御幸   66点 
4位 川中島  64点 
5位 大師   49点 
6位 向丘   49点 
7位 桐光学園 47点 
8位 稲田   44点 
9位 西高津  42点 

10位 宮崎   42点 
 
※西中原は19年連続 

33回目の総合優勝 

女子総合の部＜優勝＞ 
1位 西中原  111点 
2位 稲田   76点 
3位 橘    65点 
4位 宮前平  60点 
5位 塚越   49点 
6位 有馬   45点 
7位 富士見  43点 
8位 川中島  39点 
9位 中野島  39点 

10位 宮崎   38点 
 
※西中原は13年連続 

21回目の総合優勝 ＜第３位＞ 
卓球（女子団体） 
陸上競技（女子団体） 
陸上競技（男女総合） 
 
＜ベスト８＞ 
バスケットボール(女子) 
バレーボール（女子） 
剣道（女子団体） 

相撲 

ソフトテニス 

軟式野球 

【ソフトテニス・女子団体】＜準優勝＞ 
○西中原 3-0 川崎 
○西中原 3-0 川中島 
○西中原 3-0 南加瀬 
○西中原 2-1 日吉 
○西中原 2-1 はるひ野 
○西中原 2-0 南加瀬 
○西中原 2-0 富士見 

西中原 1-2 川崎○ 
 
【相撲】  

西中原 1-3 野川○ 
 

【駅伝競走・男子】 ＜準優勝＞ 
1位 塚越   1h 02m 31s 
2位 西中原 1h 03m 27s 
3位 宮崎   1h 03m 28s 

 
【駅伝競走・女子】 
1位 宮前平    42m 19s  
2位 井田      43m 08s 
3位 東橘      43m 16s 

10位  西中原   44m 09s 
 約2ヶ月にわたって熱戦が繰り広げられた市  

総体が、今月11月1日の駅伝競走大会を最後に

閉幕しました。3年生は今年度最初で最後とな

る大会に全力で戦ってくれました。 
結果を前号に引き続きお知らせします。昨年度を上回る14本

の優勝旗を獲得し、男女総合19連覇を達成しました。 

駅伝男子は県大会でも５位入賞 
駅伝競走は唯一、１１月7日に県大会が横浜市金沢八景

で行われ、川崎市から９チームが進出。市で準優勝した本校

男子は出場59チーム中５位に入賞しました。 
①豊田（横浜） ②塚越 ③領家（横浜） ④万騎が原（横浜）  

⑤西中原 ⑥山内（横浜） ⑦南郷（葉山） ⑧東橘 ⑨橘 ⑩宮崎 

第 74 回川崎市中学校総合体育大会 

男女総合 19 連覇 完全制覇！ 


