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★☆★☆「ピアサポート活動」「協同的な学び」「コミュニティ・スクール」の活動★☆★☆☆ 

秦野市立西中学校長  関野 信好  西翔祭、中間テストも終わり、これから「ふれあ

いフェスタ」、「合唱コンクール」や「新聞コンクー

ル」などの行事に向けて子どもたちはがんばってい

ます。数年前から西中では生徒会の子どもたちを中

心にピアサポート活動を進めてきました。その活動

はクラスや学年、学校全体でつらい思いをしたり、

さびしい思いをしていたりする人がいたら声をか

け、優しく接しようということです。しかし、まだ

まだ子供たちの中には心無い行動や言動をする場面

も見受けられます。西中では、夏休みに実施された

ピアサポート研修（市内全中学校が参加）以外に西

中独自で冬（1 月 5 日～6 日）のピアサポート研修を

行っています。ピアサポート活動は「いじめ」をゼ

ロにすることが最終の目的でもあります。また、職

員も授業の中でピアサポートを意識し、ペア学習や 4

人グループによる学習を進めることで、今文部科学

省が進めている「主体的・対話的で深い学び」の実

現 

現を目指して公開授業や研究会を行っています。10 月

27 日（金）の４校時、５校時に公開授業、その後、第

３回校内研究会をしますのでぜひご来校いただき子ど

もたちの様子をごらんください。地域との連携、中学

生のまちづくりへの参加を進めるコミュニティ・スク

ール、そして、ピアサポートの推進、子どもたちの主

体的な学習活動をめざす「協同的な学び」の定着、こ

れが今、西中学校が実践している教育活動の大きな３

つの柱となっています。 

  

１８日（水）秦野市文化会館大ホールで第１６回合唱コ

ンクールを開催します。各クラスの練習は中間テスト後

２９日（金）から本格的にスタートしました。スローガ

ンは「届けよう僕らの美声 響かせよう『世界で１つ』

のハーモニー」のもと、実行委員会の生徒が準備を進め

てくれています。１０月６日(金)には生徒集会時に発表

抽選会が行われる予定になっています。当日の開会式は

９：２０分から、合唱の最初のクラスは９：３０頃から

スタートの予定です。最後のクラスの発表は１２：００

頃になります。審査員による指導講評後、表彰式、閉会

式となります。練習の成果や子どもたちの真剣な表情に

ご注目ください。ぜひお越しいただき、秋の素敵な半日

を過ごしていただけたら幸いです。 

 

今後、校内の水のみ場や廊下等に掲示されるボランティ

ア募集の案内も順次張り替えられます。地域行事から地域

さわやかに響け歌声 合唱コン

クール 

 

<合唱コンクールクラス曲> 

〔１年生〕 

１組 明日という日が  

２組 Letｓ Search For Tomorrow  

３組 この地球のどこかで ４組 広い世界へ 

５組 この星に生まれて ６組 今日は君のＢｉｒｔｈｄａｙ  

〔２年生〕  

１組 My Own Road ２組 輝くために 

３組 ＣＯＳＭＯＳ  

４ 組  あ な たへ  旅 立 ち に 寄 せ る メ ッ セ ー ジ         

５組 明日へ    

 〔３年生〕１組 花になれ ２組 結‐ゆい‐  

３組 友 旅たちのとき ４組 栄光の架け橋 

５組 虹  ６組 風が吹いている 

 

 

♡Ｈｅｙ西ふれあいフェスタ 10 月 8 日実施♡ 

10 月 8 日（日）午前 10 時 25 分からふれあいフェスタを

行います。昨年と同様、西地区ふれあいまつりと同日開催

で実施します。ＰＴＡの方々がずっと前から準備してくださ

った模擬店やバザーにぜひご参加ください。また、生徒の

ステージ発表や吹奏楽部のマーチングなどもあり、見どこ

ろは盛りだくさん。西中生のパワーと保護者のパワー、そ

して地域の方のパワーが一体となるフェスタにご期待くだ

さい。 



              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１日（日）千葉市で行われた第２３回東関東マーチングコン 

テストに西中が参加しました。６回目となる出場で雰囲気にも慣れ 

堂々とした演技で多くの人に感動を与えてくれました。また、新人 

戦もスタートし、男女軟式テニス部の活躍、９月２日に平塚総合体育 

育館で行われた新人戦で水泳部が秦野市総合優勝、そして９月 

１６日（土）に行われた秦野市陸上大会新人戦でも陸上部が男女 

総合優勝に輝き、昨年の雪辱を果たしました。右の表にあります 

ようにこれから、続々と続き、それぞれの戦いに臨みます。生徒の 

活躍を期待したいと思います。ご声援をよろしくお願いします。 

☆★☆★ かがやく西中生 ☆★☆★   

 

 

 

 

                                      

                                         たばこ祭に華を添えました 
 ぬ 

 

●○ 競技開始から終了までチームを超えて一体となった声援 見事なリーダーシップ３年生●○ 

あれから  ６ヶ月が経過して・・・ ●○● 
９日（土）の西翔祭は、天気に恵まれ、秋晴れのすばらしい 1 日となりました。ブロッ

クごと夏休み前から応援の打ち合わせや練習、ブロック旗の作成に取り組み、2 学期が始

まってすぐ、競技の練習や応援や旗づくりの仕上げに熱心に取り組んでいました。総合優

勝は、赤チーム（3－１ 2－3 1－6）準優勝は橙チーム（3－3 2－１ 1－4）に輝きました。３位は黄色

チーム（3－2 2－5 1－1） 応援賞は、赤チーム、チーム旗賞は、橙チームが受賞しました。他のチー

ムもよく健闘しました。とりわけ緑チーム（3－5 1－3）は小チームながらよく戦っていました。感動したの

は、朝から競技終了まで、学年、チームの枠を超え、互いに一生懸命応援している子どもたちの姿でし

た。今年も西中サポートクラブの方による綿菓子の無料配布やＰＴＡの方による冷たい飲み物の配布な

どがあり、西翔祭を盛り上げてくださいました。 

・・運動の部活動新人戦でも西中生が活躍しています・・ 

◆ソフトテニス部個人 男子５ペア女子３ペア中地区へ

◆神奈川県水泳大会新人戦 水泳部   

第４位 ○○ ○○ 男子１００Ｍバタフライ 

第４位 ○ ○○  男子１００M平泳ぎ 

◆秦野市新人大会 水泳部 男女総合優勝 

◆秦野市新人大会 陸上部 男女総合優勝 

第１位 女子共通 4×100Ｒ ○○ ○○ ○○ ○○ 

第１位 男子２００Ｍ  男子４００Ｍ ○○ ○○ 

第１位 女子２００Ｍ （大会新）女子１００Ｍ ○○ ○○ 

第１位 女子砲丸投 ○○ ○○  第２位 ○○ ○○ 

第２位 １年女子１００Ｍ ○○ ○○  

第２位 １年男子１００Ｍ ○○ ○○  

第２位 男子１１０Ｈ ○○ ○○ 

第２位 １年女子 4×100Ｒ ○○ ○○ ○○ ○○ 

（陸上大会は紙面の都合上 ２位以上のみ記載） 

コンクール・新人戦等大会予定 

★ 野 球         

 

★ サッカー        

 

★ 卓 球        

 

★ 柔 道        

★ 剣 道 

★バスケットボール  

 

 

★ バレーボール   

        

★ 陸 上       

★ 陸 上 （駅伝）      

 

 

 2３日（土）2４日（日）に行われた秦野  

たばこ祭に今年も美術部の生徒のみ

なさんが準備・制作してきた「らんたん」

が、2４日（日）午後５時、イオン駐車場

を出発し、たばこ祭り会場を台車をひ

きながら街中を巡行しました。今年の

テーマは、「赤眼の動物」龍やきつね

等の動物が描かれていました。 

 

10/21  （北中・渋沢中） 

10/29  （秦野球場） 

10/1４  （西中・北中） 

1０/２１  （南が丘中） 

10/1４  （市体育館サブ） 

10/１5  （市体育館サブ） 

1０/2９  （市体育館：第２武道場） 

10/２１  （本町中） 

10/１４  （市総合体育館） 

10/２１  （東中・大根中） 

10/２８  （市総合体育館） 

10/２１  （南中） 

10/２２  （南中） 

10/７県大会（三ツ沢陸上競技場） 

10/1４ （運動公園周回コース） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


