
西川中だより 
 １月７日に西川中学校第 3 学期始業式が行われ、１年鈴木脩人さん、２年佐藤陽向さん、３年鈴木紅葉

さんが学年を代表して、新年の抱負を述べました。 

 

 

私たちは「皆進」のスローガンのもと、これまで様々な行事や活動を通してたくさ 

んのことを学び、今日まで成長してきました。 

 学校行事では、地区総体・修学旅行・二大行事など学年全体が一つになって進んで 

いくものが数多くありました。修学旅行では自分の係を全うし、山形県内について新 

たなことをたくさん学びました。また、研修自体を実施できたことに感謝し、仲間と 

の絆をより深め、楽しむこともできました。体育祭では私たち３年生が率先して盛り 

上げ、練習から本気で戦いました。そうしたことで自然と行動も速くなり、学習にも以前より力が入り、

雰囲気も明るくなりました。その勢いのままで西川祭も！と思いましたが、そうはいきませんでした。徐

々に活気がなくなり、悪い方向へ崩れていくのがわかりました。それは合唱にも表れ、まとまりのない表

面上だけきれいな合唱でした。そこで、みんなの思いをアンケートで訊き、クラスの目標を決めました。

その目標達成に向けて、たくさんの人が今の気持ちをお互いに伝え合ったことで、４１人、一人ひとりの

思いが込められた合唱ができあがりました。その後は学習会でも、最初はやらされている勉強でしたが、

やりたい勉強に変わり、今は分からないところを教え合い、共に理解を深める良い雰囲気の中でできてい

ます。今の私たちは全員を巻き込んでやればできます。もし崩れてしまっても、前より大きなものを創り

出すことができます。 

 私の今年の目標は、志望校に合格し、勉強でトップ３をキープすることと、インターハイで決勝に出る

ことです。どちらも大変なことですが、両立させて絶対に達成します。そのために今、優先順位をうまく

つけて頑張っています。 

 これから先、どんなことがあっても皆で前を向いて進んできたことを自信に変え、あとは走るだけです。

４１人でいられる最後の２か月間を大切にしながら、入試だけでなく、その先のことも考えて全員で高め

合い、進んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第 130 号 

令和 4 年 1 月 2４ 日 

西川町立西川中学校 

校長 齊藤 晃子 

始業式生徒代表あいさつ    
                  

３年 鈴木 紅葉 

 

 
 
文化的活動記録 

◇第 32回大ケヤキ全国書道絵画展 (10/24) 

優秀賞 玉谷 美月③ 

◇令和３年度 中学生の「税についての作文」(11/11) 

公益社団法人寒河江法人会長賞    古澤 怜奈③    西川町商工会長賞  古沢 颯汰③   

寒河江西村山間税会長賞       鈴木 紅葉③ 

◇第 40回全国中学生人権作文コンテスト山形県大会(12/５) 

寒河江地区奨励賞        若月 うらら③ 

◇第４６回アンサンブルコンテスト村山地区大会（12/18） 

金賞 ＜金管七重奏＞「白鳥の城 －イシュヴァンシュタイン―」 

 黒坂 舞② 大泉 咲希② 秋山 瑠衣① 井場 汐梨① 佐藤 優里奈①  

           奥山 愛由里① 國分 夕愛① 

   銀賞 ＜木管五重奏＞「七つの惑星 そうして目に見えないもの」 

工藤 成珠② 澁谷 麻那② 飯野 心琴① 飯野 友結① 設楽 真倖① 

◇第２８回丸山薫少年少女文学賞「青い黒板賞」 （１/15） 

優秀賞 荒木 瑛奈③「トンボ」   入選 塩野 爽空③「夜」   佳作 土田 琳子①「しおり」  

体育的活動記録 

◇山形県中学校新人総合体育大会南ブロック大会（10/6） 

第３位◆バレーボール男子 

横山 清覇②  大泉 幸誠②  大泉 彪斗②  鈴木 脩人①  横山 哲清①  白田 暖人①  

大沼 暖希①  早坂 星海① 

◇山形県中学校新人総合体育大会決勝大会（11/13） 

第２位◆バレーボール男子  

横山 清覇②  大泉 幸誠② 大泉 彪斗②   鈴木 脩人①  横山 哲清①  白田 暖人①  

大沼 暖希①  早坂 星海① 

◇第５１回寒河江市長杯争奪剣道大会（12/４） 

第３位◆剣道女子団体  古沢 あんじ②   飯野 翠① 

◇令和３年度西川町スポーツ振興功労者表彰（１/15）  ※表彰式が中止のため後日授与 

 殊勲賞<カヌー> 鈴木 紅葉③ 佐藤 和佳① 佐藤 岳眞③ 奥山 昊己③ 伊藤 直大② 

         荒木 一楽② 土田 琳子①  

 優秀賞<水泳>   荒木 脩汰② 紺野 きよら② 

 進歩賞<男子バレーボール> 

太田 絢斗③  早坂 吏功③  山崎 登生③  横山 清覇②  大泉 幸誠②  大泉 彪斗② 

井上 楓太③  鈴木 脩人①  横山 哲清①  白田 暖人①  大沼 暖希①  早坂 星海① 

    <陸上> 設楽 樹② 

 奨励賞<野球> 

大泉 可夢偉② 設楽 樹②  松田 泰成②  佐藤 慈弦③ 奥山 來樹②  玉谷 義敬③ 

佐藤 陽向②   山崎 亜③  前田 舜②   清野 寛太③ 菅野 正孝②  佐藤 奏② 

藤原 拓海②   片倉 寛太① 工藤 大輝① 設楽 侑吾① 遠藤 陽① 

<バレーボール女子> 

若月うらら③  奥山 凜音③ 早坂 南奈③  門脇 那歩②  松田 麗愛②  西谷 悠① 

秋山 真衣①   後藤 由彩①  

    <卓球男子> 

清野 巧真③  工藤 飛馬③  古澤 陽季③  長堀 瑛太③  佐藤 佑吏③  菅野 清貴③ 

      高城 駿平② 丸屋 奏太② 荒木 璃央② 

<剣道> 工藤 春香③         <陸上> 鈴木 脩人① 

 

表彰の記録 

◇第 32回山形県少年少女俳句大会 (11/6) 

中学生の部  特選  塩野 爽空③ 

 

 １月１４日、本校３年生に西川町から合格祈願水の贈呈がありました。町総合開発株式会社髙橋勇吉様、

町教育長前田雅孝様よりの激励メッセージと共に一人２本の合格祈願水をいただきました。 

 また、この日はリーダー研修会をとおして準備を進めてきた「３年生への応援と感謝の企画」の入試激

励メッセージの贈呈も行われました。先輩への応援と感謝を込めて、1，2年生が一人一人メッセージを書

きました。1 年生を代表して白田暖人さん、2 年生を代表して横山清覇さんが３年自治会清野寛太さん、早

坂南奈さんにメッセージを手渡しました。入試を目前に控えた３年生は、西川町と後輩からの大きな激励

をいただき、決意を新たにしていました。 

  



１：よく当てはまる ２：やや当てはまる のポイントを合計して表示(R1～R3 の 3 年間を比較しています。) 
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学校評価 生徒アンケートの結果 

○学 習「①授業中わからないことを近くの人に訊いている」「①授業中一人よりグループで学習する方がいい」「③理由

や根拠を添えて発表している」、「④難しい課題にもあきらめずに取り組んでいる」がすべて 80％以上となり高い評価と

なった。グループでの学び合いやタブレットを活用した主体的で深い学びを多くの教科で広げていくなど、学力の全体

的向上を今後とも図っていきたい。「家庭学習」については保護者と評価が異なっている。 

○規範意識・公徳心「⑦学校のきまりやマナーを守っている」「⑩公共物を大切に使っている」で非常に高い評価が見られる。

規範意識をもって、互いの権利を大切にしながら生活をしていると捉えられる。 

○あいさつ「⑫だれに対してもよくあいさつをしている」「⑬友だちは私にあいさつをしてくれる」で高い評価を維持して

いる。生徒会重点活動としての継続的な取組によって、西川中の良き校風となっている。 

○自己理解「⑰自分の長所と短所を理解している」で評価が高まった。自らの長所を伸ばし、生かしていく指導をとおし

て個性を生かした進路選択へつなげたい。 

▽学校生活への意欲「⑥学校へ行くことが楽しい」で評価が低下している。コロナ禍で制限ある生活を送る思春期の子ども

たちの心情に寄り添い、一人一人が達成感を持つことができる学校生活の充実を図りたい。 

▽主体的な進路の選択「⑱自分の将来の夢や目標を持っている」で評価が低くなっている。キャリアパスポートを活用し、

生き方や進路に関する情報を収集し、自分の将来設計を行うための指導を充実させたい。 
 

学校評価 保護者アンケートの結果 

１ 教育活動について 

 (1) 学校全体について 

No 項       目 R３ R２ R1 

① 学校では、特色ある教育活動が行われている。 92 90 90 

② 学校は、教育方針や教育活動をわかりやすく伝え開かれた学校になっている。 88 87 94 

③ 学校は、保護者・地域の声を大切にしている。 87 81 90 

④ 学校では、地域社会との交流を教育活動に取り入れている。 92 90 93 

⑤ 先生は、子どもとの会話を大切にし、子どもを理解している。 90 86 87 

⑥ 先生は、子どもの間違った行動を適切に指導してくれる。 92 87 92 

 (2) 学習面について 

No 項       目 １ ２ ３ 

⑦ 子どもは、授業が楽しくわかりやすいといっている。 72 66 70 

⑧ 子どもは、家庭学習の習慣がついてきている。 73 80 76 

⑨ 子どもは、自分の思いや考えを場に応じて表現している。 74 82 72 

⑩ 子どもが家庭で読書している姿が見られる。 30 33 42 

 (3) 生活面について 

No 項       目 １ ２ ３ 

⑪ 
子どもたちは、体育祭・西川祭・学年行事、生徒会活動、部活動等に積極的に 

参加している。 
96 96 98 

⑫ 子どもたちは、あいさつや言葉遣いなど礼儀正しい。 94 88 86 

⑬ 子どもたちは、地域での活動に参加している。 73 74 86 

⑭ 子どもは、朝食をしっかり取り学校生活にあった生活リズムが身についている｡ 91 92 95 

⑮ 子どもは、登下校や普段の生活で、安全・健康に気をつけている。 95 96 98 

２ 西川中学校の生徒の伸ばしていきたいこと（上位３つを選んだ人数 太数字:5 位まで） 

①明るさ ②思いやり ③学力 ④感受性 ⑤協調性 ⑥好奇心 ⑦個性 

８ ３９   57 0 16 17 10 

⑧自信 ⑨社交性 ⑩真剣さ ⑪素直さ ⑫積極性 ⑬対応力 ⑭粘り強さ 

35 23 6   8 44 45 34 

                                

 

 

 

 

アンケートへのご協力ありがとうございました  保護者のみなさまからいただきましたご意見に照らし、より

よい西川中をめざして学校経営改善に努めて参ります。 

 

No 質  問  項  目 R3 R2 R1 

①  
授業中、わからないことを近くの人に訊いている。 93 88 92 

②  
授業中、一人よりグループで学習するほうがいい。 87 88 78 

③  
理由や根拠を添えて話し合いや発表をしている。 84 77 70 

④  
難しい課題にもあきらめずに取り組んでいる。 85 88 85 

⑤  
毎日家庭学習を行っている。 93 93 92 

⑥  
学校に行くことが楽しい。 82 86 88 

⑦  
学校のきまりやマナーを守っている。 98 96 96 

⑧  
生徒会のいろいろな活動を、意欲的に行っている。 81 85 89 

⑨  
学級活動では、自分の役割に責任をもって積極的に取り組んでいる。 96 95 94 

⑩  
校舎や机・椅子などの公共物を大切に使っている。 98 96 100 

⑪  
毎日の清掃を真剣に行っている。 98 99 98 

⑫  
だれに対してもよくあいさつをしている。 95 97 98 

⑬  
友だちは、私にあいさつをしてくれる。 98 96 96 

⑭  
友だちは、私を認めてくれ、困ったときには助けてくれる。 98 97 96 

⑮  
体育祭や西川祭などの行事に自主的・積極的に取り組んでいる。 98 96 96 

⑯  
部活動には積極的に参加している。 98 99 96 

⑰  
地域の行事に積極的に参加している。 68 73 73 

⑱  
自分の将来の夢や目標を持っている。 68 73 65 

⑲  
自分の長所と短所を理解している。 88 82 82 

⑳  
先生や家族は私をほめてくれる。 89 88 85 

 

１ 学校全体 各項目で昨年より改善がみられる。中でも「①特色ある教育活動が行われている」「⑤子ども

との会話を大切にし、子どもを理解している」「⑥子どもの間違った行動を適切に指導してくれる」については

高い評価となっている。これは保護者・地域の皆様との協働によるより良い学校づくりを推進すると共に、日

常的な生徒との会話を大切にする教師を目指して研修を深めた結果であると考え、今後とも継続していく。 

２ 学習面 特に伸ばしていきたいことの１位が「学力」である。「⑦わかりやすい授業」への回答では１と

２を合わせて 73％(昨年 66％)と改善してきているが、小中一貫教育の強みを生かした教育の推進と「探究的学

び」を中心にした授業づくり・授業改善を行い、楽しくわかりやすい授業をめざす。「家庭学習の習慣」「家庭

での読書」の評価が下がっており、学校と家庭で継続して声がけしていく。 

３ 生活面 「⑪行事等への積極的な参加」への回答で１と２を合わせて 96％と相変わらず高い評価となった。

また「⑫あいさつや言葉遣い」も 94％という高い評価である。感染状況を見極め「地域での活動への参加」を

推進しながら、『学校・家庭・地域で育てる西川の子』の実現をめざして、今後とも取り組んでいく。 

 

12/23 の西川中「手作り弁当の日」の様子を保護者の皆様に限定公開しています  

 1月 15日配付のお知らせにあるＱＲコード、ＵＲＬでご覧いただけます。ご協力ありがとうございました。 

 


