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〈学校教育目標〉
心身ともに健康で
自ら行動する生徒の育成

〈目指す生徒像〉
○夢を持ち自ら学ぶ生徒（自主）
○心豊かで思いやりのある生徒（敬愛）
○心身ともに健康な生徒（錬磨）

１１月１３日は開校記念日です！
１１月１３日は、本校の開校記念日です。本校は昭和５８年４月１日に、川越

市立の中学校として１８番目に開校（現在、川越市立中学校は２２校あります）
し、今年で開校３９年を迎えました。
開校当時の様子について、校長室の書棚にある「開校１０周年記念誌」で

調べてみました。その一部分をご紹介いたします。
ちなみに、開校した年の１１月１３日に「開校記念式典」を開催したのを記念

して、この日を開校記念日としています。

本校は地域の方々の多大なる、
そして温かなご支援を受けて開校
し、その後も常に保護者や地域の
皆様に見守られ、ご理解とご協力を
頂いて３９年が過ぎました。本当にありがたく、感謝の気持ちでいっぱいです。今後も、本校の「目指す学校像」であ
ります「生徒が生き生きと活動し、希望の登校・満足な下校ができる学校」となりますようご支援をお願いいたします。

霞ケ関西中学校開校の歩み

昭56. 3.26 用地買収の件審議
57. 8. 4 学校建築工事開始
11.12 用地買収完了

58. 2.12 霞ケ関西中学校と決定
58. 2.24 整備委員会設置
58. 3.18 PTA規約草案準備

58. 3.25 校舎棟竣工
58. 4. 1 開校 生徒535名
58. 4. 5 整備委員会をＰＴＡ設立

準備委員会と改称
58. 4. 8 開校宣言、入学式・始業式
58. 5.14 標準服検討委員会設置
58. 5.28 校歌・校章検討委員会

設置
58. 6. 7 体育館使用開始
58. 7. 4 標準服決定
58. 7. 9 ＰＴＡ設立総会
58. 7.12 プール・格技棟完成
58. 8.16 PTA・自治会長会議
58. 8.26 自治会長代表者会議

開校記念実行委員会設置
58. 9.14 第１回文化祭
58. 9.25 ＰＴＡバザー
58.10. 6 第１回体育祭
58.10. 8 広報「可須美」創刊発行
58.11.13 開校記念式典

校歌・校章・校旗制定披露
同日を開校記念日とする

59. 2.26 外構工事完了
58. 3.15 第１回卒業式

卒業生 109名

○地域の急激な都市化に伴う生徒増の為 ○５月２８日に校歌・校章制定委員会が開
霞ケ関中学校がマンモス化し、霞西中 かれ、校歌は藤山一郎先生（平成４年に
が分離開校することになった。 国民栄誉賞受賞）にお願いし、作詞は風

○開校の４月１日には、教室という入れ物 見美樹先生にお願いすることになった。
があるだけで、教室には机・イスも何も 校章は一般公募を行い、応募点数は６６
無かった。４月５日にトラックで新しい机 点あった。
・イスが来るので、整備委員会では８０ ○開校記念式典の準備はＰＴＡ設立と同時
余名の父母の方に来て頂いて搬入作 に始め、資金作りのためバザーを９月２５
業をした。この日の午後、整備委員会を 日に行った。また８月２６日に自治会長代
ＰＴＡ設立準備委員会と改めた。 表者会議で、開校記念実行委員会を設

○昭和５８年頃は中学生の非行化校内暴 置。自治会長さん方には大変なお骨折り
力が全国的に憂慮され、しかも当地域 を頂いた。笠幡地区に初めての中学校
は急速な都市化による教育環境の大変 でもあり、新設に当たって地域の要望も
厳しい状況下での霞西中の開校だっ 強かっただけに喜びも大きく、非常に協
た。それだけに「良い学校作り」を合言 力的であった。
葉にＰＴＡの早期結成を目指した。 ○第１回の卒業式の前日に思いがけなく雪

○１学期中、２・３年生は霞中の制服のま が降り、外が一面の真白な景色の中での
まで、１年生は私服で登校していた。５ 卒業式は、寒さと感激の緊張感でふるえ
月１４日に第１回標準服検討委員会を た。
開き、ブレザーという方向を決め、最終 ○霞西中は「地域の力」で育った。開校当
的に７月４日に決めた。制服にブレザー 時の整備委員会や発足早々のＰＴＡの
を採用したのは、川越市では野田中に 役員・会員の人たち、地元市議会議員や
続いて霞西中だった 。 全自治会長さん達がこぞって霞西中を育

○ＰＴＡ発足は霞中からの分離という形で てるために力添えをしてくださった。当時
もあったが、霞中ＰＴＡから物心両面の 「笠幡の中学校」の思いを胸に学校作り
ご指導・ご協力があったことを有り難く思 に励んだ。いつまでも地域の力が生き続
った。 ける霞西中であることを願っている。

響かせろクラスハーモニー！ 目指せ最優秀賞！
11月30日（火）に学年ごとに合唱コンクール

を開催する予定です。年度当初の予定では、例
年通りに10月の最終土曜日に開催し、保護者の
皆様にも公開するはずでした。しかし、新型コ
ロナウイルスの感染拡大の影響で9月が分散登校
になり、音楽の授業が十分に行えずに練習時間
が不足し、また、市教育委員会の指示により今
年度は無観客開催となったことにより、一ヶ月
先伸ばししての平日開催といたしました。
どのクラスも最優秀賞を目指して、感動的な合
唱を創り上げてください。

〈 みんなで心を一つにして、家族や友達への思いを込めて歌おう 〉

〈 合唱コンクール スローガン 〉
一 心 同 体

～ 響け 大切な思い ～



おめでとうございます
☆川越市科学振興展覧会 【優良賞】２年 ○○○○

☆川越市児童生徒発明創意工夫展

【優良賞】→ 入間地区展出品

３年 ○○○○ １年 ○○○○

☆入間地区児童生徒発明創意工夫展

【優良賞】３年 ○○○○ １年 ○○○○

☆郷土を描く児童生徒美術展

【特選】２年 ○○○○

【入選】３年 ○○○○

２年 ○○○○、○○○○、○○○○

☆中学生デザインコンテストマンガ部門

【準グランプリ】３年 ○○○○

【優秀賞】３年 ○○○○

☆川越市人権絵画展

【入選】３年 ○○○○、２年○○○○、１年 ○○○

11月(November)の行事予定

新生徒会本部発足
新生徒会長の福田さんを中心に充実した生徒会活

動を展開してくれることを期待しています。
【会 長】２年 ○○○○
【副 会 長】２年 ○○○○、○○○○
【本部役員】２年 ○○○○

１年 ○○○○、○○○○、○○○○
※今年度より、書記・会計を廃止し、まとめて「本
部役員」（２年１名、１年３名）としました。

11月は「いじめ撲滅強調月間」です
いじめは重大な人権侵害であり、決して許されません。埼玉県は毎年11月を「いじめ撲滅強調月間」に

制定し、川越市は11月から12月を「いじめ対応強化期間」として、いじめ問題の根絶に集中的に取り組ん
でいます。本校では年間を通じて「いじめをしない、させない、許さない生徒の育成」を目指して指導を
しており、６月に続いて今月中旬に２回目の「いじめアンケート」を実施いたします。いじめを受けてい
たり、身の回りのいじめに気がついていたら、一人で悩まず学校や下記機関に相談してください。

○霞西中さわやか相談室（直通）049-233-3722 ○よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター）毎日24時間
○いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 子供用（無料）♯7300又は0120-86-3192 保護者用 048-556-0874
小中高の「いじめ」に関する通報 Eメール相談 soudan@spec.ed.jp FAX相談 0120-81-3192
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html ○埼玉県警察少年サポートセンター
この窓口は情報提供を受けることが目的であり、相談に対する （月～金/祝休日・年末年始を除く8:30～17:15）
返信は行いません。通報された情報は学校に提供します。 子供用048-861-1152 保護者用048-865-4152

新人戦代替大会の開催
９月下旬に予定されていた運動部の新人

戦が新型コロナウイルスの感染拡大のため
に中止になり、１・２年生の運動部員には
可哀想な想いをさせてしまいました。そこ
で、川越市中体連で検討をして、今月から
３月までの期間で、各種目ごとに新人戦代
替大会（川越市民体育祭）を実施すること
になりました。新人戦同様に、上位に入賞
すると賞状とメダルが授与されます。表彰
朝会で１人でも多くの人達に賞状を渡すの
を楽しみにしています。頑張れ、西中生！
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