
継承と創造と
校長 松田 哲治

ようやく体育館改修の工事が終わり、先日、お披露目式を行った。「お披露目式」といっ

てもコロナ禍の時勢ゆえ、１・２年生と３年生とで日を分け、次第も実にシンプルなもの

にした。およそ７か月ぶりに足を踏み入れた体育館は、生徒たちの目にも、昨年７月末ま

でのそれとは、およそ別物の施設として映ったのではないだろ

うか。１・２年生が参加した式のなかで、ＰＴＡ会長や工事を

請け負った業者代表の方から「10年、20年先の後輩たちへ、よ

りよい状態で引き継いでいけるよう、大切に使ってほしい」と

いう旨のご挨拶をいただき、リニューアルされた喜びとともに、

自分たちだけでなく、時代を超えて共有・共用してくものなの

だと認識を新たにし、気が引き締まる思いであった。日々の活

動の中で、新しい体育館をどのように継承できるか。そこには、今を生きる我々の学校生

活に対するスピリットが宿るものなのだろう。

そういう意味では、今の生徒たちが過ごしている教室をはじめとする校舎には、四十数

年前から続く西中生の学校生活、その時代ごとの３年間の息吹が感じられる何かが引き継

がれ、きっと残されているに違いない。我々は、確かに歴史的な存在なのである。

欧州で新たな戦火が上がっている。自然災害ではなく、人為的な爆撃で破壊され、継承

することができなくなった街並みをニュース映像でも目にする。そこには人々の暮らしが

あり、本校の生徒たちと同世代の少年少女が、どんな思いで日々生活しているのか、想像

するに余りある。

いたずらに政治的な発言をするつもりは毛頭ない。しかし、学校は現代社会と隔絶した

場所ではない。生徒たちの指導・支援は、まさに社会とのつながりの中にある。歴史的な

だけでなく社会的な存在として、何よりも人命を大切に考え、次世代の「人財」を守り育

てる立場から、歯がゆいが、今は一日も早く事態が収束に向かうことを願うばかりである。

３年生が巣立ちの時を迎えている。進路決定期を経て、新たなステージへの準備をして

いるその背中を見守れる日も残りわずかだ。思えば、長引くコロナ禍に、学校生活の中で

十分に学ぶことを楽しめなかった一面があるかもしれない。時には、それこそすべてを投

げ出したくなる時もあっただろう。だからこそ前を向いて、ただ前を向いて生きてほしい。

「従来通り」や「前例の踏襲」が通用しない学校生活を送った３年生だからできた新たな

創造…。WESTIVAL体育祭で見せた４色合同の応援は競い合いの中で力の結集を体現した。

合唱コンクールでは３年生だけがクラスの合唱を発表し、本校の歌声活動を継承した。

改修を終えた新たな体育館での卒業証書授与式。３月９日、新たな歴史の１ページの幕

開けである。残る西中ファミリーである我々は、巣立つ背中を見送りつつ、時代を超えて

変わらない西中スピリットを継承し、そして大胆に新たな創造を志すのだ。

１年間の

ご理解とご支援に

心より感謝…。

日吉台西中通信
令和４年３月3日号

【学校教育目標】

・主体的な学びを創り出します
・豊かな心と健やかな体を育みます
・よりよい社会を築く力を養います



７ヶ月におよぶ体育館の改修工事が終わりました。皆さんが西中で

過ごす時間が充実したものになるように、多くの人たちの思いが形に

なりました。当たり前にあるコトやモノ、そしてヒトに「感謝」の気

持ちをもち、西中生の若いこころを燃やす場としていきましょう。 

卒業遠足（鎌倉）へ行ってきました～ 
２月 28日(月)、暖かな晴天の日に３年生は鎌倉に修学旅行の代替行事として遠足に行ってきました。今までの寒さが

嘘のような遠足日和でした。クラスの枠を越え、グループ行動で自由に湘南鎌倉方面を散策しました。りんご飴を食べ

る少女たち、海の幸定食を囲む少年たちや海で戯れる集団の楽しそうな笑顔が印象的でした。写真からも楽しさが伝わ

ってきます。３年生の楽しさを少しお裾分けしますね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３年生になって初めての校外行事！初めての私服！この日のためにボウ 

リングの練習に通った強者もいたそうです。当日も遅刻することも、忘れ

物をすることもなく、本当に楽しみにしていたことが分かります。始球式

では体育祭実行委員の女子が先に投げて、残ったピンを男子が倒すという

もので大盛り上がりでした。ゲームが始まるとどのチームも歓声をあげな

がらプレイをして、ストライクが出ると飛び上がって拍手して喜んでいま

した。さらに仲良くなった一日でした！ 

 

                          鎌倉から帰って来てから、写真の整理をしています。写真を見て 
いるとみんなの弾ける笑顔、そして笑い声が聞こえてきます。鎌倉

海浜公園に到着すると青くキラキラした海を見て、早速波打ち際まで走っていく班がいくつもありました。その後どの班も計
画したルートを周り、神社でお参りをしたり、水族館でイルカショーを見たり、江ノ電の撮り鉄になったり、お笑い芸人さん
が撮影をしているのを眺めたり・・・バスに戻って来た時には口々に「楽しかったー」と映え写真を見せながら嬉しそうに報
告してくれました。思い出に残る一日となりました！ 

体育館リニューアルお披露目式 ５組･６組 校外学習(３月１日 晴れ) 

今回は個人が特定できてしまいそうなスナップ

ショットが多数のため，このようなマスキング

処理をさせていただきます。ご了承ください。 

 

校外活動に出かけ
ました。お別れボウ
リング大会の後は気
持ちの良い天気の下
お弁当を広げ楽しい
時間を過ごしまし
た。 



 

 

  

 「中学校初めて」と冠のつく最後の行

事である合唱コンクールに向けた取組

が始まりました。１年生は全クラス『輝

くために』を合唱します。 

学年の合唱目標を「輝け！心を一つ

に！楽しく・全力・団結～青色の煌めき」

とし、各クラスの歌声委員を中心に練習

に励みます。クラスで何かを作り上げる

ことの難しさと達成感を味わうことで

成長できたらと思います。 

昨年 10 月に行われた WESTIVAL 合唱

コンクールでの３年生の姿が目標です。

西中三本柱である「歌声」を継承し、輝

ける青学年になりましょう。 

 年生の今 

 

 

 

マスクを着けながらの活動を強いられ、やりづらそ

うなシーンも見受けられますが、各部、一生懸命に頑

張っています。活動ができるありがたみを感じ、日々

の時間を大切にしましょう。もう少しで２年生は最高

学年に、１年生は先輩になります。新たな後輩を迎え

る準備を、部として、個人として進めましょう。 

本校で最も多く本を借りた生徒を表彰す

る【読書王】賞、二代目『読書王』は１年生、

借りた冊数は１４６冊でした。 

学校図書館では毎月新しい本を受け入

れ、生徒のみなさんの『知りたい』、『楽しみ

たい』を応援しています。９月より図書館の

利用制限を行ったのにもかかわらず、年間

の貸し出し冊数は昨年度の２倍以上となりま

した。現在４月の新着本の展示を行ってい

ます。３月中に予約して、新学期への楽しみ

を増やしてもらえればと思っています。 

 今年度もいよいよ最後の月になり

ました。新型コロナウィルス感染症

流行の中で、生徒たちは行事をはじ

め、学校生活を十分に楽しめたとは

言えなかったかもしれません。それ

でも、生徒たちの笑顔や、休み時間な

どの活発な様子を見ていると、今で

きることの中で学校時間を楽しんで

くれているのかなと思っています。

期待をもち続け、新年度の準備をし

ていきましょう。 

 

 

 早いもので、もう年度末・・・今年

度も何をするにも新型コロナウイル

ス感染症のことが切り離せない１年

でした。繰り返しにはなりますが、基

本的な感染対策は変わりません。手

洗い、換気、三密回避を今後も徹底し

ていきましょう。卒業式を無事に迎

えられ、３年生の門出を学校全体で

お祝いできたらと思います。 

 進級・進学を元気に笑顔でスター

トできるように応援しています。 

１ 
 

 

 

２年生のまとめの時期となりました。

合唱コンクールに向けて各クラスどの 

ような合唱にしたいか目標を決めたり、

歌声委員・パートリーダーを中心に練 

習を進めています。１組「虹」、２組

「永遠のキャンバス」、３組「生きてい

る証」、４組「地球の鼓動」、それぞれ 

どんな合唱になるのか楽しみですね。 

最終学年まであと少し、一つひとつ 

の行事をクラスで、学年で協力し合い、

残り少ない時間を楽しんで団結を深め 

ていきましょう！ 

 年生の今 
 ２ 

 

 

Meet によるオンライン小中交流会が無事に終わりま

した。当日は「中学校の様子がとてもよく分かりまし

た！」「部活が楽しそう！〇〇部に入りたい！」などと６

年生からたくさんの質問や感想を受けました。来年度に

向けてスローガンアンケートなど着々と準備を進めてい

ます。本部役員みんなで力を合わせて活動中です！ 

生徒会より 

 

 ３年生は、卒業までの特別時間割を

「感謝」と「思い出作り」と位置付けて

生活しています。 

修学旅行の代替であるボーリング大

会と鎌倉校外学習では、さらに絆が強く

なったように感じます。 

間もなく卒業式の練習も始まります。

中学校の卒業は義務教育を終える大き

な節目であり、支えて下さった皆様へ感

謝を表す式となります。堂々とした態度

で成長した姿を披露してくださいね！ 

 年生の今 
３ 

部活動より 

図書室から   
 

   保健室から  生徒指導専任から  

                    羨ましいぞ！エアコン！ 

リニューアルされた体育館の完成、誠におめでとうございます。体育館の無い学校生

活は生徒や教職員の皆さんに、とても大きな負担があったことでしょう。わたしども

日吉台西中学校ＰＴＡ一同も心から待ち望んでいました。 

  ３月には卒業式や合唱コンクールなど様々な行事がありますが、真新しい体育館で行えることを心より喜んでいます。 

その昔、私がこの体育館で部活動に励んでいたころは、真冬の寒さに凍え、真夏の暑さにはふらふらになっていました。 

冷暖房完備はとても、羨ましい限りです。そして電動昇降するバスケットゴール、すぐに明るくなるLED照明、ピカピカ 

のトイレなど、何もかも素晴らしい設備の数々です。 

生徒の皆さん、今回のリニューアル工事を行うまで40年以上の歳月が経ちました。 

この新しい体育館も、これから何十年間も使用することになります。10年後20年後の 

後輩たちの為、大事に使ってあげてください。 

 校長先生、教職員の皆さま、工事関係者の皆さまをはじめ、体育館のリニューアルの 

ためにご尽力いただいた、皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

 



日 曜 主 な 内 容

1 火 ＰＴＡ総会15:30∼

2 水

3 木
人権講演会(午後)　専門委員会15:30∼
中央委員会16:00∼　　　　　　部活動なし

4 金 　　　　　　　　　　　　　　部活動なし

5 土

6 日

7 月 卒業式予行(午前)

8 火 午後式準備　　　　　　　　　　部活特練

9 水 第44回卒業証書授与式　　　　部活動なし

10 木 中央委員会

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火 合唱コンクール

16 水 授業参観日(全日)　1年保護者会･2年進路学習会

17 木 　　　　　　　　　　　　　　 部活動なし

18 金 ２年球技大会　　　　　　　　 部活動なし

19 土

20 日

21 月

22 火 １年球技大会　　　　　　　　 部活動なし

23 水 1･2年百人一首大会

24 木 大掃除　　　　　 給食なし･ｶﾝﾄﾘｰｷｯﾁﾝあり

25 金 修了式・離任式　　　　部活動再登校15:00

26 土

27 日

28 月 吹奏楽部定期演奏会@サルビアホール

29 火

30 水

31 木

　　　　  　　《３月の行事予定》
　　　　　　　　　　　 部活動 17:45終了 18:00下校

《４月のおもな予定》
　　７日(木)着任式･始業式･入学式

　　８日(金)離任式･新入生を迎える会･教科書配付
　１２日(火)身体計測･部活動仮入部開始
　１３日(水)避難訓練・専門委員会
　１４日(木)保護者会
　１８日(月)中央委員会
　１９日(火)全国学力学習状況調査(３年)　ＰＴＡ役員会
　２０日(水)教育課程説明会15:00 部活動説明会15:30
　２２日(金)ＰＴＡ合同委員会13:00　教育相談～28日
　２６日(火)横浜市学力学習状況調査(全学年)

 

1・2 年 授業参観 & 
保護者会･進路学習会 

３月１６日（水）、今年度初めての授業参観を行う準

備をしてきましたが、まん延防止等重点措置の延長を

受け実施は難しいと判断しました。ただしの１年生の保

護者会は各教室で、２年生の進路学習会は体育館で

感染予防に留意しながら開催します。詳細は別途お知

らせを発行いたしますで、ご確認ください。 

14:30～15:30 １年生保護者会 (教 室) 

２年生進路学習会(体育館) 

 

スクールカウンセラーによる 

“心の何でも相談日 ” 
のご案内  

☆日時：３月の相談日は  

４日 (金 ) ,11 日 (金 ) ,18 日 (金 )  

   事前の予約をお願いします。  

☆場所：日吉台西中学校  

       教育相談室（職員室手前）  

☆連絡先：カウンセラー専用直通電話   

０４５（５６３）４０１８ (相談実施日のみ )  

日 吉 台 西 中 学 校  ０４５（５６３）３９９７  

卒業証書授与式 ３月９日（水） 

開場 ８：４０  式典開始 ９：３０ 

３年生は改修工事の終わった体育館で、式

の作法や歌の練習等に取り組んでいます。成

長した３年生の皆さんを、保護者の方々と共に

お祝いしたいと思います。 

春季休業・新年度について 
春休みは３月２６日（土）～４月６日（水）です。 

新年度は４月７日（木）から始まります。 

８時４０分までに登校します。新クラス名 

簿はグリーンコートで配付されます。 

上履きや提出する書類などを忘れず 

に登校しましょう。 


