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  〒３５０－１３３５ 狭山市柏原２５２０－１１ TEL04-2954-5073  生徒数 ２５２ 名 

  ＜学校教育目標＞ 今を精いっぱい生きる・凡事徹底 ○希望を持って進む生徒 

 １１月雑感 
校長 井堀広幸 

 
地域の教育力の活用（学社連携・地域連携） 
学校の教育活動は、様々な方々によって支えられています。本校でもここ２年間で多くの皆様のご指

導・ご支援とご協力をいただいております。今年度から始めた、中学生地域参加推進事業（生徒たちの
ボランティア活動も地域の方々に受け入れていただき、お世話になっているところで、地域連携の一つ
の教育活動であります。これも含めまして、本校の学社連携、地域連携の状況をご紹介いたします。 

実施月 教育活動の取組内容 教科等の位置づけ 支 援 者 
通年 学習支援（通常授業・サマースクール等） 数学・英語・理科 ＳＳＶＣ９名 
通年 さやまっ子チャレンジスクール 課外 ＳＳＶＣ３名、ボランティア２名 
通年 図書ボランティア（図書室整備） － 保護者、保護者ＯＢ・ＯＧ 
４月 エピペン講習会（職員研修） － 埼玉石心会病院 
４月 交通安全教室（全校生徒対象） 特活 狭山市交通安全協会等 
5・10 月 朝のあいさつ・声かけ運動 － 狭山警察少年指導員 
５月 ３年生 修学旅行 社会・特活等 石川県・金沢市観光協会 
6・12 月 柏原地区一斉パトロール － 自治会連合会、公民館等 
７月 青少年文化フェスタボランティア 課外 狭山市文化団体連合会 
７月 ３年生 租税教室 社会 関東信越整理士会所沢支部 
７月 ２年生 平和学習講演会 総合 市政策企画課 
７月 ダンス・パフォーマンスのワークショップ 保健体育 市スポーツ振興課、日体大 
７月 都市対抗野球での応援演奏 吹奏楽部 部活動 （株）ホンダ埼玉製作所 
７月 神社祭礼ボランティア 課外 白髭神社、自治会連合会 
７月 １年生 非行防止教室 特活 狭山警察署 
７月 地区自治会 夏祭りボランティア 課外 自治会連合会 
８月 入間川七夕まつり（矢来飾り・竹飾り） － 柏原地域会議、ＰＴＡ 
８月 防災訓練ボランティア 課外 公民館、自治会連合会等 
９月 柏原８区敬老会での演奏ボランティア 吹奏楽部 部活動 柏原８区自治会 
９月 小・中連携ボランティア（運動会に参加） 課外 柏原小 
９月 柏原ふれあい体育祭ボランティア 課外 自治会連合会、公民館 
１０月 家庭科出前授業（住居） 家庭 積水ハイム出張授業 
１０月 ２年生 薬物乱用防止教室 保健体育 本校学校薬剤師 
１１月 狭山市綱引大会 部活動 地域会議、ＰＴＡ等 
１１月 ３年生 性に関する学習講演会 保健体育 人間総合科学大学 
１２月 生徒会本部役員選挙 特活 市選挙管理委員会 
１２月 保育実習 家庭 柏原保育所 
１月 １年生 職場体験活動（３日間） 総合・特活 市内２３事業所 
１月 ２年生 お口クリニック 保健体育 本校学校歯科医 
２月 上級学校訪問 特活 近隣の高等学校 
２月 放射線に関する出前授業 理科 日本科学技術振興財団 
３月 入間川クリーン作戦ボランティア 課外 市環境課、公民館 
３月 オリ・パラリンピック競技体験教室 総合 市オリ・パラ推進室等 
３月 ３年生 お薬教室 特活 本校学校薬剤師 
３月 ３年生 食に関する学習 家庭 給食センター栄養士 

以上のように、本当に多くの団体、ボランティア、企業・事業所等にお世話になっております。紙面
上で失礼とは存じますが、それぞれの皆様方に、厚く感謝と御礼を申し上げます。 
 
令和元年度狭山市中学校駅伝大会 ～新しいユニフォームで～ ＜１０月１９日（土）＞ 

県営稲荷山公園で、毎年恒例の狭山市中学駅伝大会が開催されました。陸上部が休部に
なったので、生徒たちから出場者を募り、選手たちは体育祭終了後から練習を重ねてきま
した。男女ともに、ＰＴＡの部活動費で購入いただいた、新
しいユニフォームを着て疾走しました。男子は１１位（１４
チーム中）、女子は１３位（１４チーム中）と健闘しました。 
＜出場選手（敬称略）＞ 
男子 １区：○○○○、２区：○○○○、３区：○○○○、 

４区：○○○○、５区：○○○○、６区：○○○○ 
女子 １区：○○○○、２区：○○○○、３区：○○○○、 

４区：○○○○、５区：○○○○ 写真：男子５区⇒６区 
 



 

第３７回音楽会 ～ホールに響き渡った歌声、輝いた仲間との絆～ ＜１１月４日（月）＞ 
～多くの保護者、ご来賓、地域の皆様のご来場、ありがとうございました～ 

 「響け歌声、輝け僕らの絆！！」というスローガンのもと、柏原中学校、第３７回の音
楽会を狭山市民会館で開催しました。体育祭後、本格的に合唱の練習が始まり、校長室に
聞こえてくる歌声は、日ごとに上手になっていきました。そして、当日は、どの学年・学
級も、クラスでまとまり、素晴らしい演奏を聴かせてくれました。今年度は、文化の日の
振替休日に開催ができたためか、１９３家庭（７６．６％）と、多くの保護者とご家族の
方々にご来場いただきました。また、地域・学校関係者等の方が１８名おいでいただきま
した。生徒たちに、心温まる拍手をいただき、たいへんありがとうございました。 

結果は以下のとおりです。（個人名は敬称略） 
学年 金賞クラス 指揮者賞 伴奏者賞 
１年 １年１組 １年２組 ○○○○ １年３組 ○○○○ 
２年 ２年１組 ２年３組 ○○○○ ２年１組 ○○○○ 
３年 ３年１組 ３年２組 ○○○○ ３年２組 ○○○○ 

 金賞を受賞したクラスは、１１月７日（木）の市内音楽会に出場します。 
＜合唱曲＞全体合唱：『夏の日の贈りもの』、『校歌』、有志合唱：『願い事の持ち腐れ』 
１年『フェニックス』 １組『Let’s Search For Tommorow』、 

２組『旅立ちの時～Asian Dream Song～』、３組『My Own Road～僕が創る明日～』 
２年『時を越えて』 １組『あなたへ～旅立ちに寄せるメッセージ～』、２組『君と見た海』

３組『ヒカリ』 
３年『さびしいカシの木』 １組『虹』、２組『青い鳥－Movie Edit Version』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
おめでとう！ 柏原中生、活躍しています！ （敬称略） 
 

令和元年度 埼玉県中学校新人大会    ９月１２日（木） 
水泳男子自由形  第２位 １年３組 ○○○○ 記録：２‘０１“３２ 

 
令和元年度 入間地区科学教育振興展覧会  １０月１５日（火） 

研 究 作 品 名 出品者氏名 表彰 
「発電機をつくる」（共同研究） ２年２組 ○○○○、２年２組 ○○○○ 銀賞 
「スズメバチを誘き寄せる 
には……」 
（科学部：共同研究） 

３年１組 ○○○○、３年１組 ○○○○ 
３年２組 ○○○○、３年２組 ○○○○ 
２年１組 ○○○○、２年３組 ○○○○ 

銅賞 

「陸の形と波の関係」 
～海底の条件を変える～ 
（科学部：共同研究） 

２年１組 ○○○○、２年２組 ○○○○ 
２年２組 ○○○○、２年３組 ○○○○ 
１年２組 ○○○○ 

銅賞 

 

２年進路学習    ＜１０月４日（金）＞ 
 １０月４日（日）の学活の時間を皮切りに、３回にわたり進路学習を行いまし 
た。パナソニックから独自の教材を提供していただき、日本の産業構造や企業に 
ついて、広く浅く学習しました。日本には、多くの産業があることや、企業がた 
くさんの部署に分かれて成り立っていることに驚いた生徒もいました。 
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３年進路説明会   ＜１０月１７日（木）＞ 
 ７月１３日（土）に行った進路学習会に引き続き、進路説明会を実施しまし 
た。４２名（56.8%）の保護者の出席をいただきました。前回同様、親子で並ん 
で座る隊形で、公立高校の入試についての説明や、私立高校の入試のシステム 

など、受験に直結した話をお聞きいただきました。 


