
自由で自在
校長 松田 哲治

だれにでも、ちょっとしたことで自分なりのくせや習慣、こだわりはあるものだが、それがやがて

一つの流儀やスタイル・生き方にまで昇華することだってある。

2015年のラグビーワールドカップイングランド大会で、強豪・南アフリカからの歴史的勝利に貢献

し一躍時の人となった日本代表、五郎丸歩選手。先日の記者会見によれば、現役引退後

は指導者の道を選ばず、新たな事業法人にマネジメント側として加わり、事業運営に専

念するという。そんな彼が「JAPAN」を背負っていた頃、キックの正確さとともに、あ

の、手を組むようにして両人差し指を突き立てる一連の動作は、ゴールを狙う前の彼の

ルーティンとして大いに話題になった。

メジャーリーグでも、マリナーズやヤンキースなどで長く活躍したイチロー選手。日本球界で当時

のオリックス・ブルーウェーブに在籍していた頃から、バッターボックスに入ると必ず見せていた、

右手で握ったバットを突き立てながら左手でユニフォームの右肩のあたりを引っ張り上げ

る、あの仕草。イチロー選手を象徴する有名なルーティンワークの一つであった。

よいパフォーマンスを披露するアスリートには、独自の決まった手順や手続きのような

ものがあるのだろうか。

江戸時代初期、二刀を用いる二天一流で有名な宮本武蔵。彼は、その晩年に著した「五輪書」で

『有搆無搆(構えあって構えなし)』と説いている。意外や意外。剣術・剣道こそ刀の構え方や型を大
う こ う む こ う

事にするものではないのか。五郎丸やイチローとは正反対だ。いやいや、その心はこうである。

武蔵の二天一流の構えは、上段、中段、下段、左右の脇構えの五つの型(五方の構え)を基本として

いたが、「いずれの構えなりとも、構ゆるとは思わず切ることなりと思ゆべし」という。

構えは敵を斬るためのものであるから、そのときどきに有利なように体勢(型や構え)

をととのえればよいのだという。構えとは敵に攻め込まれないための守りの姿勢であ

るため、敵の先手を待つ後手の型だ。勝負は常に先手をとって攻めかけ、相手の構え

を混乱させ、足どりの狂った虚を突くものである。そのため、武蔵は「構えあって構

えなし」だという。構えは敵を攻めるための姿勢でなくてはならず、したがって敵の

出方いかんで千変万化させるものなのだ。

武人の生き様を賭した勝負と競技スポーツ、次元は異にするものの、達人たちがたどり着いた世界
と

には一つの真理があるようだ。それぞれの道を究める中で、独自の哲学から型や構えを見出し、磨き

をかけつつも縛られることがなく自在で、そのプロセスを通して自身は解放されて自由なのである。

今年のカレンダーは早くも７月となり、あと20日足らずで夏休みである。コロナ禍と呼ばれる事態

がここまで続いていることは、まったくの想定外であるが、年度が替わってからも、新入学や進級に

始まり、学校生活では各々にいろいろなことがあった。長期の休みに入ると、生徒の中には、生活が

単調になったり、逆にリズムが崩れたりして、毎日学校に登校してくることを基本としている今とは

変わってしまい、調子が狂ってしまう者も少なくない。

そんな時こそ守りに入らず、攻めの姿勢で自分なりの小さなルーティンを見つけてみる、あるいは

作ってみてはどうだろうか。自身の生活の型を繰り返し継続しつつも、決して縛られることなく自由

で、いつもと変わらぬ自分を見失わず、自在に力を発揮できる自らの在り方を志向するのだ。

今年は制限はあるものの

夏の大会ができています。

蓄積した力を出し切ろう。

日吉台西中通信
令和３年７月２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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年に引き続き、美化委員の人たちが今年も花壇の花植えをしてくれました。 

固くなった土を耕し、マリーゴールドに植え変えられました。正門の横がオレンジ 

と黄色で色鮮やかになりました♪ 

 

 

 

 

生徒総会 
６月25日(金) 

着任しました －3名の先生方が西中に着任されました。よろしくお願いします－ 

西谷 晴美  先生 

西中の皆さま、こんにちは！このたび

スクールカウンセラーとして配置された

西谷晴美と申します。元々アウトドア派

でしたが、コロナ禍で野菜や花づくりに

目覚め、植物と対話？するのが日課にな

りました。中学校生活は時に迷いながら

自分の可能性を開いていく時間…相談で

一緒に trail and error (試行錯誤)の大切

なミッションに取り組むのもよし。一息

ついて自分を整えるもし…お気軽にスク

ールカウンセラーを活用してください。

よろしくお願いいたします。 

原田 久子  先生 

はじめまして、特別支援教育支援員

の原田久子です。昨年度に続き、今年

度も支援員をいたします。生徒の皆さ

んの気持ちに少しでも寄り添った活動

ができればと思っています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 昨年からシベリアンハスキーの女の

子が家族に加わりました。とにかく元

気な犬種なので、朝晩合わせて３時間

くらい日吉近辺を散歩しています。お

かげでずいぶん健脚になりました。 

道川 宏美  先生 

皆さん、こんにちは。これから

2年間、週に1日のペースでお世

話になります。私の趣味は陶芸と

登山とピアノです。陶芸は完成す

るまで仕上がりがわからないのが

魅力だと思い始めました。水分量

や環境の変化で作品にヒビが入っ

たり等、上手くいかないことが多

い中で、気に入った作品ができた

時は嬉しいです。これから皆さん

と一緒に勉強できることを楽しみ

にしています。 

☆西谷カウンセラーへのカウンセリン

グを希望される場合は、各担任が窓口

になりますので、ご相談ください。 

 

 

 

学校閉庁日 

８月 10日(火）～16日（月） 

 この期間に緊急を要する連絡がある

場合に限り次に連絡してください。 

北部学校教育事務所指導主事室 

☎９４４－５９７８ 

今年度も生徒総会は、テレ 

ビ生中継になりました。 

放送室からの議事進行、本 

部役員会、各委員会からの報 

 告・提案事項が、皆さんの大きな拍手で承認されました。 

夏の大会 続報！ 
 いよいよ｢ナツタイ」も佳境に入ってきま

す。持てる力を出し切って、それぞれの有

終の美を飾って欲しいですね。 

うれしいお知らせです。水泳部、松波海

凪さんが中学校水泳関東大会に出場するこ

とが決まりました。（50ｍ自由形、100ｍバ

タフライ）おめでとうございます。 

花 植 え 
６月18日(金) 

美化委員会 

部活動名 大会 試合会場 試合日程

野球部 市総体　２回戦 高田中学校 7月3日

市同体　３回戦 高田中学校 7月10日

市同体　４回戦 今川公園球場 7月17日

市同体　５回戦 今川公園球場 7月21日

サッカー部 市総体　３回戦 大綱中学校 7月4日

市同体　４回戦 未定 7月10日

市同体　５回戦 未定 7月11日

バドミントン部 市総体　団体戦 末吉中学校 7月3日

市同体　個人戦 南高附属中学校 7月17日

市同体　個人戦 十日市場中学校 7月18日

市同体　団体戦 神奈川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 7月22日

県総体　個人戦 未定 7月27日

県同体　個人戦 未定 7月28日

女子バレーボール部 港北区大会 日吉台中学校 7月3日

市総体　１日目（ﾍﾞｽﾄ32まで） 小山台中学校 7月11日

市同体　２日目（ﾍﾞｽﾄ8まで） 未定 7月18日

男子バスケットボール部 市総体　２回戦 中川西中学校 7月4日

市同体　３回戦 十日市場中学校 7月10日

市同体　準決勝 未定 7月1７日

水泳部 市総体　１日目 横浜国際プール 7月30日

市総体　２日目 ○同 7月31日

県総体　１日目 ○同 8月11日

県総体　２日目 ○同 8月12日

吹奏楽部 横浜吹奏楽コンクール 神奈川県民ホール 7月25日

演劇部 横浜市中学校演劇演劇発表会 神奈川総合高等学校 7月25日

神奈川県中学校創作劇発表会 県青少年センター 8月4日



 

 

 

 足柄PAA の遠足は、あいにくの雨

でしたが「バスに乗ってみんなで出か

けられるだけでもうれしい」という声

が聞こえてきました。約１年半に及ぶ

自粛生活の中、学校行事を楽しみた

い、という思いを強く感じました。現

地での昼食も、向き合うことなくレジ

ャーシートに座り、文句ひとつ言わず

文字通り黙々と「黙食」する姿から、

改めて「当たりまえ」のありがたみを

実感しました。体育祭、遠足と大きな

行事を経て、クラスの団結力も増して

きました。 

 

生徒総会が行われました。５月に各学級で議案書検討が行

われ、総会当日に委員長から質問に対しての回答もありまし

た。生徒総会は、西中の最高議決機関です。ここで承認され

た内容で１年間活動することになるので、どの議題も緊張感

のある中、審議が行われました。コロナの影響で放送室から

の放映となりましたが、議長団、各委員長、そして放送委員

の入念なリハーサルによって、当日は１時間も早く議事進行

できました。皆さん、お疲れ様でした！ 

年生から  年生の今 

 
 

 

 

６月１７日（木）の総合の時間に

自然教室のキャンプファイヤーで行

う予定だったスタンツを体育館で行

いました。１組「サザエさん」、２組

「白雪姫」、３組「アラジン」、４組

「トトロ」を発表しました。どのク

ラスも創意工夫がされて、見ている

生徒達も終始笑顔でした。スタンツ

作成では、いろいろ苦労をしたと思

いますが、クラスでひとつのものを

作り上げる楽しさや達成感を感じる

ことができ、みんな成長したと思い

ます。 

 英語の授業では「ドラえもんの新し

い道具」をテーマにスピーチを考えて

います。３年生が考え出した道具か

ら、欲しいものや悩んでいることが透

けて見えてきます。勉強を代わりにや

ってくれるロボット、必要なプリント

と捨てていいプリントを分けてくれ

る機械、忘れ物防止帽子、寄り添って

応援してくれる小人、イケメンBox、 

目を開けたまま眠れるマスク、記憶力

のよくなる牛乳、心情測定器・・・。 

おーい、ドラえもーん！ポケットから

出してくださーい！！ 

 

 

 

                                     『公孫樹』前期号にて、先生方へアンケートに答えてもらいました。先生方の 

新たな一面を知れておもしろいですよ。ぜひご家庭で読んでみてください♪ 

5月13日に第1回実行委員会が開催されました。実行委員の皆様に『１週間休め

るとしたら何をしますか？』を伺いました。例として役員の回答をご紹介したいと思います。 

★夫と子供を追い出し、自宅で趣味をしたり自分のために時間を使いたい★１人で青春18切符で旅に出たい★１人で南の

島で過ごしたい。本と音楽さえあれば★家族で旅行に行きたい。上げ膳据え膳で美味しいものを食べて家事から解放され

たい★フルートを思いっきり吹きたい★ビートルズを聞きながらのんびりしたい。 

家事・子育てに追われ、お疲れのようです(笑) 

もうすぐやってくる夏休みの前に少しでも自分時間を満喫したいですね！さて、体育祭では子供たちは大変盛り上がっ

ていました。コロナ禍だからこそ当たり前ではない日常、行事が開催できる喜びを痛感します。開催してくださった先生

方には感謝の気持ちでいっぱいです。お手伝いをしてくださった委員の皆様ご協力ありがとうございました。 

 

総体及びその予選が始まりました。各部の活動の集大成

として位置づけられている、1年で最も大きな大会です。勝

敗に関わらず、生徒の心の成長に寄与する大きな大会で

す。制限はありますが、保護者の観戦が許可されている日

程や会場もあります。ぜひ、足をお運びいただき、3年間の

成果をご覧いただきたいです。顧問からの連絡をご確認く

ださい。 

６月の新着本の特集は『最近の受賞

作品』（直木賞、芥川賞、本屋大賞）、

予約が必要なくらい人気でした。同様

に人気だったのは、本を借りるともら

える手作り水玉もようのブックマー

ク、あっという間になくなりました。 

６月２４日からは図書委員会と共

同で『七夕まつり』を開催しています。

「クスっと笑える願い事」や「真剣な

願い事」など『星に託する願い』でい

っぱいです。ご来校の際にはぜひお立

ち寄りください。 

 今年も、折り返し点を迎え、７月に

入りました。３年生は、多くの部活動

で最後の夏の大会を迎えます。その

力を十分に発揮して悔いのないもの

にしてほしいと思っています。また、

楽しい夏休みももうすぐです。コロ

ナ禍での楽しみ方を考え、充実した

休みにしてください。とくに、長期休

業で心配されるのが SNS に関する

トラブルです。夏休みの前に、今一度

ご家庭でインターネット使用上のル

ールの確認をお願いいたします。 

 

 

 今年度の健康診断が終了しまし

た。【受診のおすすめ】を受け取って

いる場合は、夏休み等を利用して、受

診することをおすすめします。 

なお、健診結果については個人面談

の際に保護者の方に担任からお知ら

せいたします。 

 梅雨の気候や低気圧の接近などで

頭痛を訴える生徒が増えています。

耳をつまんでマッサージしたり、耳

を包み込むように折り曲げたりする

と軽減することがありますよ。 

生徒会より 

 

 年生の今 ２  年生の今 ３ 

部活動より 

ＰＴＡからのお知らせ 
－ Enjoy! の輪 － 

   保健室から  生徒指導専任から  図書室から   
 

１ 



日 曜 主な内容

1 木 PTA役員会9:00

2 金 教育実習終了

3 土

4 日

5 月

6 火 三者面談 （昼食なし・給食弁当なし） ・教科相談

7 水 三者面談 （昼食なし・給食弁当なし） ・教科相談

8 木 三者面談 （昼食なし・給食弁当なし） ・教科相談

9 金 三者面談 （昼食なし・給食弁当なし）・ 教科相談

10 土

11 日

12 月 専門委員会・文実行委員会（部活動なし）

13 火 卒業アルバム撮影（部活動）

14 水 合唱縦割り練習会（部活動なし） ・教科相談

15 木 PTA実行委員会9:00

16 金

17 土

18 日

19 月 大掃除

20 火 集会 （給食弁当なし/ｶﾝﾄﾘ-ｷｯﾁﾝ注文可）

21 水 夏季休業

22 木 海の日

23 金 スポーツの日　東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開会式

24 土

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

31 土

《７月の行事予定》
部活動 17:45終了  18:00下校

　《８・９月のおもな予定》
　　８月10日(火)～16日(月)　学校閉庁日
　　　　27日(火)　授業再開
　　　　27日(火)～９月１日(水)　教育相談
　　９月２日(木)　ＰＴＡ役員会
　　  　８日(水)～10日(金)　前期期末テスト
　　　　13日(月)　専門委員会
　　　　16日(木)　中央委員会
　　　　　　　　　　　　　ＰＴＡ実行委員会
　　　　22日(水)　区教科研究会・研究授業［部活動なし］
　　　　24日(金)　職員会議［部活動なし］

　　　　30日(水）WESTIVALコース別発表
  

部 活 動 

○仮入部  １日（水）～ 

     １年生は、この機会に複数の部活動を

体験して、入部の参考にしてください。仮

入部の用紙に必要事項を記入し、保護者

７月６日(火)～９日(金)に保護者・生徒・

担任の三者で面談を実施します。 

学校や家庭での生活や学習の様子を振り

返ったり、夏休みの過ごし方や今後のことを

話し合ったりします。これからの中学校生活

を充実させることにつなげる機会としてい

きます。 

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：７月２日 (金 )・９日 (金 )  

1６日 (金 )    です。 

相談時間は 10 時～17 時です。  

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 

 

三者面談 

 
 

各教科での今までの学習状況を振り返り、

時間的に余裕ができる夏季休業期間から２

学期以降を、より充実させるため、生徒・保

護者が教科担任と面談を行うものです。 

今年度は７月６日(火)～９日(金)を第１

期、７月 14日(水)を第２期として実施いた

します。趣旨・目的を十分に御理解のうえ、

ご参加ください。 

 

希望制教科相談 

夏休みが終わり９月に入ると、前期の期末試

験が実施されます。夏休みの間、計画をしっか

り立てて学習に取り組みましょう。苦手分野の

克服など課題を持って取り組みましょう。 

８日（水）社会・理科・技家 

９日（木）英語・数学・美術 

１０日（金）国語・保体・音楽 

 

前 期 期 末 試 験 




