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自治と生徒会

生徒会と委員会の代替わりがありました。今年

も本校の伝統が引き継がれました。 

生徒会とは、生徒による自治的な組織です。学

校生活を送る上で、問題点や課題などを改善した

り解決したりすることを目的としていて、国によ

っては教員や保護者と対等に意見交換をします。 

オーストラリアの現地校を視察した時に、まさ

にその現場に出くわしたことがあります。音楽の

授業後に、生徒の代表と音楽科の教員が校内のイ

ベントについて話し合っていたのです。話し合い

の方向性は「より良いイベントづくり」で一致し

ていて、互いの考えの相違点を説明し合い、改善

策を相談している姿が印象的でした。 

今、生徒会ではいじめの防止に向けたシンボル

マークを作ろうとしています。本校と連携してい

る立野小・石西小・関町小ではすでに児童会がシ

ンボルマークを作成しており、本校では、３校の

マークを活かしたものを作ろうという考えだと

聞いています。 

いじめは学校生活を送る上での問題点や課題

にまさに該当します。教員が作ったものではなく、

生徒会が考えたものを今後使用されることにな

るのだろうと思います。生徒会ならではの活動で

す。 

 私たち教員からは見えていない、生徒ならでは

の気付きがあります。「もっとこうなれば、学校生

活がスムーズに送れるのに」「このルール、ちょっ

とおかしいと思う」「これ、やってみたい」という

時に、心の中にしまい込むか、周囲に相談するか、

改善に向けて行動するのか。 

「自治」を掲げる本校であれば改善に向けて行

動してほしいと願います。 

役員選挙の立ち合い演説会で話したことです

が、生徒会役員、行事委員会の長、部活動の長は

生徒の代表です。その中でも、生徒会役員は、生

徒の投票を受けて選ばれているという点におい

て、明確に本校生徒の声の代弁者です。生徒の１

票はどれも大切です。だからこそ、選ばれた生徒

会役員は、積極的に考えを述べてほしいと願って

います。また、教員は生徒会役員の意見に耳を傾

け、尊重するべきだと考えます。 

旧生徒会役員の皆さん、１年間ありがとうござ

いました。他学年の廊下の前を通れるようになっ

たのは、生徒の声を反映したものです。ウッドデ

ッキが補修されたのも、歴代の生徒会役員や園芸

部の声から行われました。いずれも経緯があって、

通れない・壊れたままの状況が生まれていたわけ

ですが、それを打ち破った皆さんと歴代の生徒は

本校の誇りです。 

新生徒会役員の皆さん、１年間よろしくお願い

します。今の生徒の皆さんであれば、現状を維持

するだけでなく、さらなる提案ができるのではな

いでしょうか。期待しています。 

地域・保護者の皆様、引き続き、自治の精神を

育む生徒たちを応援していただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

うれしいお話 
 先日、地域にお住いの方からお電話がありま

した。自転車で走行中にカバンの中身を落とし

てしまったこと、通りがかりの本校の生徒が一

緒に拾い集めたこと、その行動がとてもうれし

かったとのことでした。 

 別の日には、「挨拶をする学校は増えている

けれど、石西中の生徒のように立ち止まって一

礼するのは見たことがない。石西中は only one

だ。」というお褒めの言葉をいただきました。 

 先月は、関町図書館で、気持ちの良い生徒さ

んが多いと声をかけていただきました。 

ありがとうございます。地域の方に温かく見

守っていただいているおかげです。学校だより

をご覧いただいている方も多いとのことなの

で、この場を借りて、御礼申し上げます。 
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【ＳＤＧｓ特集⑤】 

                            副校長  小林寿典 

１年校外学習は、『SDGｓの視点をもって川越と練馬との比較を行い、理解を深める。』 

２年校外学習は、『東京（江戸）の歴史や文化について学習し、私たちの生活が持続可能な開発目標

と大きく関わりあっていることを学ぶ。』という目的を掲げています。 

目的だけに注目すると、漠然としてとても難しく感じてしまうかもしれませんが、視野を広く具体

的な計画を立てていくうちに、自分たちの目標を意識できるはずです。そのために事前学習がありま

す。 

SDGｓの視点をもった活動で育成される資質や能力として「自分事として課題を捉える力」「コミュ

ニケーション力」「進んで参加する態度」「多面的・多角的・総合的な思考」「他者と協力する力」な

ど、学校生活だけでなく社会生活においても大切な力です。 

校外学習当日の活動も大事ですが、事前学習で仲間と協力することや、一生懸命に取り組む姿勢こ

そが、SDGｓの第一歩といえます。 

11月の生活目標 
計画的な学習で、やるべきことを明確にしよう  
～自分自身と向き合う時間を大切に～ 
今月は１・２年生の校外学習や三者面談など、各

学年通常の授業以外での様々な行事や取り組みが

あります。学習・行事・進路・部活動など一人一人

が１か月で何に取り組むべきなのか、見通しを持

って生活をしましょう。2021年も残り２か月です。

年の初めに各自で設定した目標の達成には近づい

ているでしょうか。定期考査終了後は自分と向き

合う時間も大切にしてほしいです。 

【今月の主な生徒の活動・行事】 

・中央委員会     ・期末考査 

・ボッチャ体験（１年） 

・川越校外学習（１年） 

・都内校外学習（２年） 

・受験心構え講座（３年） 

11月学校公開について 
  １年生  ：ボッチャ体験 

３年生：スピーキングテスト 

 ボッチャは、パラリンピック競技の種目の一つ

で、ロンドンパラリンピック大会日本代表選手が

来校し、直接ご指導いただきます。 

 ３年生はテストのため、２・３時間目の参観が

できません。あらかじめご了承ください。 

 

１年Ｃ組の改修について 
 練馬区教育委員会のご支援をいただき、屋上・

外壁補修を行いました。おかげさまで、無事完了

の見込みとなりました。定期考査終了後の 11 月

18日（木）より、教室を元の位置に戻します。 

保護者・関係生徒の皆さんのご理解とご協力に

感謝します。 

（ご報告）南門の桜の木について 
 南門脇に立つ桜の木を、10月 28日（木）に伐採しました。 

 練馬区教育委員会による樹木調査の結果、木の内部の 43％が空洞で危 

険があるとの判断でした。毎年、美しい花を咲かせ、卒業式・入学式を 

見守ってくれた桜です。生かしたいと思って対策をしてきましたが、先 

日、強い風雨の後に枝が折れるという事態がありました。万が一倒壊す 

れば、校庭で活動する生徒に危険が及びます。生徒の安全を第一に考え、 

やむを得ず伐採に踏み切りました。 

 今後、桜の若木の植樹を検討してまいります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生徒の活躍の記録】 

 

バドミントン部 

第 58 回練馬区中学校生徒総合体育大会バドミントン新人大会 

男子団体戦 準優勝 

 

バスケットボール部男子 

練馬区民大会 優勝 

第 58 回練馬区中学校生徒総合体育大会バスケットボール新人大会シード権獲得 

 

バスケットボール部女子 

練馬区民大会 優勝 

第 58 回練馬区中学校生徒総合体育大会バスケットボール新人大会シード権獲得 

 

バレーボール部男子 

第 58 回練馬区中学校生徒総合体育大会バスケットボール新人大会 優勝 

第 3 ブロックバレーボール新人大会ベスト４  

東京都新人大会進出 

 

陸上部 

東京都中学校支部対抗陸上２０２１ 

男子共通２００ｍ    ２位 ２２．７２ 

男子共通４×１００ｍ  （練馬区選抜２名）２位 ４４．５０ 

女子３年１００ｍ    ６位 １３．０５ 

女子３年走幅跳     ７位 ４ｍ７３ 

女子１年４×１００ｍ  ８位 ５５．４８ 

 

英語劇同好会 

練馬区連合英語学芸会 優勝（都大会出場）Play "Midsummer Santa" 

 

税の作文 

「練馬租税教育推進協議会会長賞」 ３年  

「練馬区長賞」          ３年 

「練馬西納税貯蓄組合連合会優秀賞」３年 

 

 



【２年生職場体験】 

 10 月 26・27日に職場体験を行いました。困難な状況の中で、感染予防を行いつつ、生徒を受け入れ

てくださった各職場の皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

 この他にも、日程が合わなかったものの、受け入れの意志を表明して 

くださった事業所がいくつもあります。事業所を紹介してくださった保 

護者、地域の皆様、ありがとうございました。 

 

 

生徒たちは、こちらの各事業所でお仕事を学びました。 

 

関町保育園          関町第二保育園       関町ちぐさ幼稚園 

上石神井幼稚園        アスク関町北保育園     おはよう保育園 

カメリアキッズ 武蔵関園   関町カトレア幼稚園     花小金井愛育園 

武蔵野中央幼稚園       武蔵野中央第二幼稚園    ありんこ保育園 

にじいろ保育園上石神井    コビープリスクールせきまち 立野区民館 

立野小学校          上石神井第二保育園     コビープリスクールみなみおおいずみ             

練馬区立関町児童館      武蔵境自動車教習所     北豊島自動車 

アクティ武蔵関        関東バス武蔵野営業所    練馬自動車整備協業組合 

石神井消防署         武蔵野総合体育館      イトマンスイミングスクール上石神井校            

練馬区立上石神井体育館    ココネ株式会社       オレンジセオリーフィットネス三鷹               

NTTテクノクロス武蔵野事業所 株式会社 ワコム      ユニクロ吉祥寺 

セブンエム          ブロッサム保谷店      美容室 blossom東久留米 

田谷 ひばりヶ丘店      尾島興業株式会社      南ガラス工業所 

美東建設株式会社       日本エヌティーアール    サンエム工業株式会社 

株式会社 前田電設      株式会社 久保脇工業所    株式会社 Pacs 

サニースマイル歯科      つきおか歯科        ㈱モテギ 新宿ケアセンター 

日髙アスリート接骨院     光が丘大幸接骨院      たかの総合整骨院 

れいデンタルクリニック    花菱産業株式会社      練馬区関保健相談所 

練馬区立南大泉図書館     株式会社Ｋｓトラスト    アゴラ造園株式会社 

東京都水道局         アキダイ          技術技能講習センター株式会社 

くまざわ書店         ドンキホーテ エッセンス  藤ノ木商工 

コープ東伏見店        野方青果          アムリタ食堂 

Ｔｕｓｃｉｔａ        来来亭（石神井店）     とんでん（下石神井店） 

ビストロサンタンナ      トリミングサロンフレンズ  ヒラミ動物病院 

ペットのコジマ 練馬店    株式会社小関田中園      

                                      （順不同） 

壁新聞や生徒の活動の様

子をご提供くださった事業

所もありました。こちらこ

そ、ありがとうございま

す！ 



 


