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持続可能な社会を創るために
校長 大神田佳明
８月２６日の２学期始業式には、夏休みを家庭や地域で過ごした生徒が元気に登校しました。夏休みの前
半は、ご多用の中三者面談にご協力いただきありがとうございました。トイレの改修工事で何かとご不便を
おかけしましたが、無事に終えることができました。生徒たちは、暑さに負けず活動して多くの成果を残し
ました。部活動では、関東大会や都大会、市民大会、都のコンクールなど、３年生が最後の大会で全力を尽
くして頑張りました。また、地域行事でのボランティア活動、松中小学校の補習ボランティアなど、地域で
熱心に活躍する生徒の姿は、地域の方々からお褒めの言葉をいただきました。
さて、この夏休み中は、プラスチックごみによる海洋汚染に関わるニュースを何度も目にしました。
今年の６月に大阪で行われたＧ２０サミットでも、海洋プラごみの環境への影響が世界的な課題となってお
り、海洋プラスチックごみの対策実施の枠組みが確認されたのは注目するところです。現在、世界のプラス
チック廃棄量は年間 3 億トンにのぼり、８００万トンが海に流出しているという報告があります。日本では、
年間９００万トン出る廃プラのうち１００万トン以上を海外に輸出してきました。しかし、リサイクル資源
として途上国に輸出されながら、多くは未処理のまま海に捨てられて、海洋を汚染してきたという事実も報
道されています。マイクロプラスチックが生態系に及ぼす影響など、生態系を含めた海洋環境への影響が懸
念されています。プラスチックごみを減らすには、一人一人が意識を変えて生活を見直す必要があります。
大手コンビニストアでは、おにぎり全品の包装をサトウキビを原料に配合した「バイオマスプラスチック」
という素材に切り替えることで、プラスチックの使用量を２６０トン削減する計画です。また、２０２０年
東京五輪・パラリンピックの表彰台は、家庭などから出た使い捨てプラスチックを再利用して作るといいう、
史上初のプロジェクトが発表されています。表彰台は、４５トンのプラスチックが必要で、金属の一部は東
日本大震災の被災地の仮設住宅で使われたサッシを再利用します。さらに、環境省では、レジ袋の無料配布
を禁じる法令を制定すると表明しました。
各学校では、持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に取り組んでいます。ＥＳＤは、持続可能な社会づ
くりの担い手を育む教育です。また、国連加盟国１９３カ国が、２０３０年までに達成する１７項目の持続
可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を達成することにつながります。新学習指導要領でも、多様な人々と協働しな
がら様々な社会変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう
にすることが求められています。今後は、持続可能な社会づくりのための課題解決に必要な、批判的に考え
る力（クリティカル・シンキング）
、未来像を予測して計画を立てる力、多面的・総合的に考える力、コミュ
ニケーションを行う力、他者と協力する力等を学校や家庭、地域社会で育んでいくことが大切です。
七中生徒が職場体験でお世話になっている立川市リサイクルセンターの「センターだより」を見ると、プ
ラスチックのリサイクル率が年々低下しています。
（平成２９年度は 71.1％）原因は、汚れたプラスチック
や異物混入によって、きれいなプラスチックまでが汚れてしまいリサイクルできない
ためです。ぜひ、皆さんも日常の生活を見直すとともに、プラごみをきれいに洗って
リサイクルに出したり、買い物にマイ袋を持参してレジ袋を減したりするなど、持続
可能な社会の実現に向けて地道な取組をしていきましょう。

「立川七中ホームページ」 が月間 10,000 アクセス突破！
七中のホームーページが４月～８月の４か月で約 4,7000 アクセスを超えています。多くの保護者や地
域の皆様に閲覧いただき感謝いたします。もっとも多い週は、5､000 を越える皆様にご覧いただきました。
今後も、ホームページの充実を図り、学校の様子、生徒の活動、地域の情報などをお伝えしますので、
七中ホームページをご覧ください。 （学校だよりのタイトル横の QR コードをご参照ください。）

すみれ会夏祭り・殿ヶ谷納涼祭・ふれあい松明祭り～ボランティアや舞台発表で活躍
すみれ会夏祭りが 7 月 20 日(土)に西砂会館横の公園で、殿ヶ谷納涼祭が 7 月 27 日（土）に
玉林寺で、ふれあい松明祭りが 8 月 17 日(土)に松中小学校で、それぞれ催されました。本校
からは合計 26 名の生徒がボランティアとして活躍し、また、各種団体のメンバーとして舞台
発表で活躍しました。ボランティアの生徒は、パイプ椅子の準備・片付け、模擬店での販売・
バックヤードでの準備、小学生以下対象のくじ引きでのお兄さん・お姉さん役をよく頑張って
くれました。舞台では、吹奏楽・ダンス・お囃子で練習の成果を発表する姿があり、松明作り・
松明まわしに挑戦した 1 年生もいました。
（生活指導主任 関田光行）

松明祭り PTA 模擬店お手伝い

７月２２日（月）～７月３０日（火）
松中小学校の学習ボランティアとして七中生徒が補習等のお手伝いをして活躍しました。小学生からは「私がわか
るようにゆっくり教えてくれた」
「できなかった問題ができてうれしかった。久々に”できた”という感覚を味わえた」
「算数に自信がつきました」
などのうれしい声をいただきました。
１７名の生徒が約１週間にわたって活躍しました。

～夏休みの部活動・委員会・生徒の活動報告
男子卓球部 ～東京都大会で３回戦（ベスト１６）進出！
・東京都大会 3 回戦(ベスト 16)、多摩大会ベスト 8 入賞
＊先輩から引き継いだ卓球魂のもと、最後までよく奮闘しました。

男子ソフトテニス部
・第 10 ブロック夏季 2 年生大会
同
・第 10 ブロック夏季 1 年生大会
女子ソフトテニス
・東京都中学校ソフトテニス大会
同
・第 10 ブロック夏季 2 年生大会

第 5 位 杉本・朝長組
第 5 位 坂村・德用組
第 3 位 高木・吉田組

女子卓球部 ～全国大会まであと一歩！関東大会大健闘
・東京都大会第 3 位入賞(準決勝 立川七 1-3 文大杉並)
・関東大会(3 勝 2 敗)立川七 3-2 成田西（千葉 4 位）
団体ベスト 16
立川七 3-1 川口南（埼玉 4 位）
個人上野・藤森組出場
立川七 1-3 桂萓(群馬 1 位)
第 2 位 鈴木・藤森組
立川七 3-0 増穂(山梨 2 位)
第 3 位 山本・久保組
（全国大会出場最終決定戦）立川七 2-3 高津（千葉 2 位） ・第 10 ブロック夏季 1 年生大会 第 2 位 甲斐・細江組
＊関東地区から全国大会への出場権獲得を競い、七中は残りあと 1
サッカー部
金子カップ 準優勝
女子サッカー部
練習頑張りました。
㎜の世界でした。会場中の涙・応援・拍手を誘う試合となりました。
男子バスケットボール部
吹奏楽部
・市民大会出場、健闘しました。
・東京都中学校吹奏楽コンクール Ａ組 銀賞
女子バスケットボール部
・エステート祭り出演 ・松明祭り有志で出演
・市民大会出場
＊とてもよく頑張りました。
・小学校の体育館を借りて、練習頑張りました。
野球部
英語演劇部 ～放送コンテスト全国大会に出場！
・多摩大会 2 回戦出場
・演劇大会に向けての練習に取り組んでいます。
・練習試合を多くこなし、暑い中ですが頑張りました。
・8 月放送コンテスト全国大会 ラジオ番組部門、テレビ
自然研究部
番組部門出場。1･2 年生による演劇（日本語劇）を制作中
工作部
・高尾山登山 (行き 1 号路、帰り 6 号路)
・秋川で水生生物の観察（武蔵五日市駅付近）
・ジオラマ・プラスチックモデル・模型制作中です。
手芸部
・ジオラマと模型を使用して 2 学期に撮影会を行う予定
美術部
・各自の作品作りの他に、1～３年生で、冷やし中華とサ
・薬物乱用防止ポスターの制作に取り組みました。
イダーゼリーを作りました。ちょっと時間がかかりまし
・docomo 公募ポスターの制作に取り組みました。
たが、おいしく、おなかいっぱい食べました。
新体操
庄村日向葵さん
保健委員会 ～ハンセン病資料館見学
第 37 回立川市民大会 兼 立川市新体操競技会
８月２日に、1 年生保健委員と 1･2 年生希望者の 12 名
ジュニアリボン 第 1 位
が多磨全生園・国立ハンセン病資料館へ行き、ハンセン
病問題とともに差別や偏見について学びました。
●道ばたで救助 7 月 19 日、西砂小学校の１年生の女
子が体調を崩して道で倒れているところ、七中の 3 年生
女子２名が介助し抱っこして家まで送ってくれました。
ご家庭より感謝の電話をただきました。人命救助に関わ
る心暖まる優しい行動。本当にありがとう。

●工事関係 この夏、体育館照明工事が行われ LED が設置され
明るくなりました。トイレ改修工事も南校舎から進んでいます。

●体罰や暴言の根絶に向けて 七中では、以下の標語を掲げ
体罰防止や暴言の根絶に向け職員一丸となって取り組みます。

「困ったら 一人悩まず チーム七中」

