
意欲や態度を育む
校長 松田 哲治

「♪ やる気ぃスイッチ、君のはどこにあるんだろぉ!? やる気ぃスイッチ、君のはどんな

のなんだろぉ!?」…確かどこかの塾か予備校のＣＭだったと記憶しているが、何年か前に、

こんな歌が一時期よくテレビから流れてきた。見事スイッチが入り、

学習に対する意欲や態度がガラリと変わる子役の演技と相まって「な

るほど、うまいこと言うもんだなぁ」と妙に感心し、一人の保護者と

して「お前たちの『やる気スイッチ』は一体どこにあるんだろうねぇ！」

と二人の愚息にも言ってみたことを覚えている。

最近、様々なメディアで目にする機会が多くなってきたある芸人さんが、何かにつけて

は、若干ハイトーンの大きな声で「やればできる！」と連呼している。破顔一笑「やれば

できる！」の決め台詞でファンや視聴者を「応援」する彼の経歴はちょっと異色で、野球

の名門校で３年間甲子園を目指し、大学でもプロのスカウトの耳目を集める逸材だったの

だそうだ。紆余曲折を経て芸人の道を歩み始めた彼の、笑顔の下の固い決意がこの一言に

凝縮されているようで、これもまた妙に感心してしまう。高校野球では地方大会決勝で惜

敗し甲子園出場を逃した。大学３年で怪我に泣き、プロになることをあきらめた。そんな

彼が叫ぶ多くの矛盾をはらんだ「やればできる！」には、ある種の強い説得力がある。あ

きらめない粘り強さと、生きる道の大転換を決断した調整力には大いに学ぶべきだ。

さて、改訂された学習指導要領が全面実施となり、それと呼応して評価の観点も三つに

整理された。その中でも「主体的に学習に取り組む態度」については、知識及び技能の獲

得や、思考力、判断力、表現力等の習熟に向け粘り強い取組を行おうとする側面や、自ら

の学習を調整しようとする意思的な側面を、日々の指導の中で見取っていくものであるこ

とが、従来の「関心・意欲・態度」に比べ、より明確に示されている。

コロナ禍にこれほどまで人類が苦しむことになろうとは、誰が想像できただろう。予測

困難な時代である。そうした情勢の下でも生涯学び続け、主体的に考え「答えのない問題」

に対して最善解を導くことができる能力が求められている。そう、「やる気スイッチ」に象

徴される意欲や態度は、まさに今こそ身に付けたい学力、資質・能力なのだ。

私自身の半生を振り返ってみても、「教職」を本気で生涯の仕事として決め、生き方につ

いての見通しがもてた時、自らの行動に大きな変容が見られたと自覚している。当時の自

分の現状を俯瞰し、様々な知識や技能、思考力等々の圧倒的な不足と必要性を実感して、

主体的に学び続けようとする意欲が湧き、高まり、そして態度(生きていく姿勢)として定

着したと言ってもいいのかもしれない。経験則ではあるが、そうした意欲や態度は、それ

単体で見取ろうとすることは容易ではなく、数値にも表れにくいが、育成を目指す学力、

資質・能力の根本なのではないかと考えている。

とはいえ、どんなに努力しようとできないことはたくさんある。かなわない夢もある。

確かにその通りだ。現実は甘くない。しかし、思いを果たせなかった時の言い訳を小賢し

く用意するより、傷つく前から自己保身に走るより、前を向く勇気をもてる者でありたい。
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【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



ひさしぶり！全員集合!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大盛況です。さくらプログラム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３日（金）の朝、ひさしぶりに全学年が集まっ

て、生徒集会が開かれました。 

さわやかな晴天の空の下、各委員会の認証式と体育

祭の色分け抽選会です。コロナ前のような体育館では

なく、感染予防のため距離感を保てるグラウンドで行

われました。 

 まずは前期専門委員会の認証式。生徒会長から各委

員長が代表して認証状を受け取りました。委員を務め

てくれたみなさんは、クラスの代表として、よりよい

生徒会活動のためにがんばってください。 

 続いて体育祭の色別抽選会です。５月２９日（土）

に開催される「WESTIVAL体育祭」の色分け抽選で

す。色分けは下の表のようになりました。各色の団長

たちも、場を和ませる楽しいセリフ回しの寸劇を交

え、大いに会を盛り上げてくれました。みなさんも精

一杯の力を出してがんばりましょう。 

  

今年度、１年生は「さくらプログラム」に参加し、デリバリー型の中

学校給食を多くの人たちでとっています。右の写真のように教室前にセ

ットされたお弁当を各自、注文表を確認しながら取っていくシステムで

す。 

３日目にもなると慣れたもので、テキパキと昼食の準備を整えていま

した。先日はスープカレーとオムレツ。星形のコロッケのかわいいメニ

ューも出て、味だけでなく目も楽しませてくれました。ごはんの量も注

文できるところがいいですね。 

まだ、頼んだことのないみなさん。一度食べてみてはいかがですか。 

★当日の注文もアプリでできますよ。 

 

１食330円（ごはん・おかず・汁物・牛乳） 

ごはんのサイズは（小・中・大）から選べます。 

是非、2・3年生もいかがですか。 

赤組 青組 緑組 黄組

１年生 １組 ３組 ２組 ４組

２年生 １組 ２組 ３組 ４組

３年生 ４組 ３組 ２組 １組



 

 

 

授業も本格的に始まり、ようやく特

別教室への移動も迷わずにできるよ

うになってきました。部活動も本入部

する人も増えました。これから、さま

ざまなルールを学び正真正銘の西中

生の一員になっていくと思います。 

２，３年生の先輩方、ご指導よろし

くお願いします。 

なんでも初めて尽くしの一年生で

すが、まさに初めての学校行事となる

WESTIVAL体育祭に向けて、出場種

目の選手決めをしました。学年目標で

もある「挑戦する勇気を持とう」をモ

ットーに立候補する人が多く、より楽

しみになってきました。 

 

 生徒会本部では、新入生歓迎会・オリエンテーションを

行いました。生徒会や委員会の紹介、部活動紹介など、本

部役員のみならず、３年生が分かりやすく楽しく伝えてく

れました。 

先日の生徒集会では、専門委員の認証式が行われまし

た。これから行事が盛りだくさん！委員の皆さんが様々な

場面で活躍する姿を楽しみにしていてください！ 

 

年生から  年生の今 

 

生徒会より 

 

 

 

 ２年生がスタートして、１カ月が過

ぎました。専門委員や学級の係などの

学級組織が決まり、責任をもって行動

している生徒がたくさん見受けられま

す。部活動では、新入生が本入部し

て、先輩としての活動が始まりまし

た。中堅学年としていろいろなことに

挑戦をして、西中を盛り上げてくださ

い。自然教室では実行委員会を中心に

準備がなされ、係の活動も現在進行形

です。楽しい自然教室になるようにみ

んな、がんばってくれています。 

 

最高学年としての自覚をもって頑

張っています。「部活では後輩の良い

見本になりたい！」「WESTIVAL体

育祭を最高に盛り上げたい！」「修学

旅行はしっかり学んで最高の思い出

を作りたい！」「遅刻は厳禁！」「提

出物は絶対期限を守るぞ！」「テスト

でも良い結果を残したい！」・・・。

頑張りたいことが多すぎて、ふとプ

レッシャーに押しつぶされそうに感

じている人もちらほらいます。一つ

一つ目の前のことに取り組んでいこ

う！振り返ったときに頑張った足跡

がくっきりと残っているはずで

す！！ 

待ちに待ったGWですが、今年は（も？）感染予防に注意 

を払っての生活が必須です。部活動で試合等に出かけるこ

ともあるでしょう。電車、バスでのマナーに注意を払うことは当然ですが、いつも通りの手洗い・消毒・マスク着用を忘れ

ずに。人混みはなるべく避けて、人との適度な間隔を保つ生活を忘れないようにしましょう。 

 もしも、体調が悪く、発熱などの症状が出てしまうことがあれば医療機関に連絡を取って受診をしてください。万が一、

ＰＣＲ検査を受けるようなことになった場合は、学校へも報告をお願いします。連休中の連絡方法は３０日（金）１７：００

にメール配信でお知らせします。 

 

 

 約一週間の仮入部期間を経て、２３日（金）から本入部

が始まりました。どの部活動にも新しい風が吹いていま

す。その風は部活動をどう変化させるのでしょうか。今か

ら楽しみです。サッカー部は７人の選手が入部しました。

選手たちは真面目でサッカーが上手になりたいと強く思

っています。今の気持ちを大切にして、入部した部活動で

三年間続けてください。 

 

４月１９日より貸出が始まりまし

た。今年度からは一人２冊まで、１週

間借りることができます。 

１年生を先頭に毎日にぎわっている

学校図書館の今年度最初のイベント

は『春の特別貸出』。貸出冊数は一人４

冊、そして借りると学校司書特製のこ

いのぼりしおりがもらえることもあ

ってか、うれしそうに４冊を借りてい

る生徒が目立っていました。《おうち

時間は読書時間》、たくさん読んでほ

しいです。 

 

  今年の入学式は、保護者の方も参

加し新入生を迎えられました。在校

生、職員も新たな１年の始まりを実

感しています。今は 1年生の部活動

への入部も始まり、校内は活気に満

ちています。去年は生徒がいない学

校の始まりだったので、やはりうれ

しいものです。しかし、最近のコロナ

の感染拡大で、今後の行事にどのよ

うな影響が出てくるのかが心配で

す。気を緩めず、感染対策をしっかり

と続けていきましょう。 

 

 

 

今年度も新型コロナウィルス感染

症への対策をしながらスタートしま

した。保健美化委員の生徒たちもハ

ンドソープや手指消毒液の補充をこ

まめに行っています。 

 また、4月15，22日に実施した

歯科検診では歯垢の付着や歯肉の状

態が気になる生徒が多くみられまし

た。常にマスクをしていることが関

係しているかもしれません。歯みが

きを今より入念にできるといいです

ね。 

１ 

 

 年生の今 ２  年生の今 ３ 

部活動より 

連 休 中 も 感 染 予 防 ！！ 

図書室から   
 

   保健室から  生徒指導専任から  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆日時：５月は   

７日 (金 )、１４日 (金 )、  

２１日 (金 )、２８日 (金 )  

10:00～17:00 です。  

※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  

セクシャル・ハラスメント相談窓口 

養護教諭   小室 順子 

生徒指導専任 瀧  典之 

副 校 長   塚田  剛 

気になることがあればいつでも相談してください。 

教育総合相談センターの一般教育相談もご利用い

ただけます。   ℡６７１－３７２６ 

    月～金 9:00～17:00 (年末年始を除く平日) 

補助教材費について 
先日配付いたしました「学校納入金についてのお

知らせ」の裏面に、各学年の補助教材費の金額を掲載

しています。補助教材費の納入は 5 月 29 日（土）

「WESTIVAL 体育祭」の日に教材販売業者が集金を

行う予定でしたが、感染防止の観点から、体育祭当日

の保護者の皆さんのご来校については再検討中です。

納入日については、あらためてお知らせします。 

 

 

１年生は、初めての定期テストです。各教科の先生

のアドバイスを聞き、しっかりと学習に取り組んでほ

しいと思います。テスト前だけ勉強すればよいのでは

ありません。日ごろからの学習への取り組みが大切で

す。日程を確認し、学習計画をしっかりと立てて学習

しましょう。 

  試験３日前から部活動は原則休みとなります。顧問

からのお知らせや練習予定表で確認してください。 

前期中間テスト 
日 曜 主な内容

1 土

2 日

3 月 憲法記念日

4 火 みどりの日

5 水 こどもの日

6 木 PTA役員会

7 金 自然教室・修学旅行説明会

8 土

9 日

10 月

11 火 専門委員会　部活なし

12 水 ３年内科検診　部活なし

13 木 中央委員会　PTA実行委員会

14 金

15 土 日吉夢保育園運動会（午前）

16 日 下田バザー

17 月 部活なし

18 火 区教科領域研　部活なし

19 水 前期中間試験　弁当なし　部活なし

20 木 前期中間試験　弁当なし

21 金 避難訓練・引き渡し訓練（午後）　部活なし

22 土

23 日

24 月 尿検査

25 火 PTA総会

26 水

27 木
３年全国学力学習状況
体育祭予行（午後）

28 金 体育祭準備（午後）　弁当なし

29 土 第45回体育祭

30 日

31 月 代休　予備日①

　　　　　　《 ５月の行事予定 》
　　　　　 　　部活動 17:45終了 18:00下校

《６月のおもな予定》
 　１日(火)　体育祭準備日②

 　２日(水)　横浜開港記念日
 　４日(金)　尿検査２次

 　８日(火)　２年生自然教室　～１０日（木）

 １４日(月)　３年修学旅行　～１６日（水）

　　　　　　 教育実習～７／２（金）
 １６日(水)　１年遠足ＰＡＡ

 １７日(木)　１年心電図検査

 ２２日(火)　３年進路説明会

 ２３日(水)　眼科検診

 ２５日(金)　生徒総会

　　　　　　 国際平和スピーチコンテスト

 ３０日(水)　耳鼻科検診

　


