
あなたの窓
校長 松田 哲治

いつの頃だったか、雑誌だったか、Webの中だったか、こんなショートストーリーを読ん

だことがある。フィクションなのか、事実なのか、調べが足らず著者や出典も明らかにで

きてはいないが、ちょっと記憶に残る掌編で、どこぞの大学入試では英語の問題に引かれ

たことがあるらしい。大筋は次のとおりだ。

アメリカで、結核がまだ「不治の病」と言われていた、ずいぶん昔のある病院での話。

その病院の一室に、余命宣告を受けた７人の患者が入っていた。その病室は細長い形をし

ており、一番奥に小さな窓があって、その窓際のベッドにはジミーという男が寝ていた。

自分では動くことができない患者たちの中で、ジミーだけが、唯一その小さな窓から外

を見ることができた。ジミーは、毎日、窓から見える外の光景を、他

の患者たちに語って聞かせていた。

「おーい、みんな、今日は公園のチューリップの花が咲き始めたぞ」

「今日は、子どもたちが遠足だよ。黄色いカバンをさげている子がいるな。手をつない

でいる子もいるよ」

自身の終末を待つばかりの患者たちにとって、ジミーが教えてくれる外の様子だけが唯

一の楽しみであった。

ある日、朝起きてみると窓際に寝ていたはずのジミーがいない。昨晩、亡くなったのだ。

すると、入口から二番目のベッドに寝ていたトムという男が「俺をジミーが寝ていた窓際

にやってくれ」と看護師たちにわめき散らし、無理を言って頼み込み、窓際に移ることに

なる。喜んだトムは「俺はジミーみたいに外の景色をみんなに話してなんか聞かせないぞ。

自分だけで楽しむんだ」…そう思って窓の外を見たのだった。

ところが、窓から見えたのは、隣のビルの灰色の古ぼけた壁だけだった。その瞬間トム

は、一瞬にしてすべてを理解したのだ。

「ジミーは、自分達の心を励ますために、この灰色の壁を見ながら、外の世界を想像し

て語ってくれてたんだ」

その日からトムは、ジミーに負けないくらい想像力を働かせ、外の光景をみんなに語り

続けていくのだった。

今、あなたの小さな窓からはどんな光景が見えるだろうか。そして、あなたは、あなた

のそばで共に過ごす仲間たちへ、何を語って聞かせることができるだろうか。

今日から何日か遅れの学校生活が再開する。コロナ禍と呼ばれる閉塞的な社会情勢は、
へいそく

なかなか終息の見通しが立たないが、どのような状況下においても、目の前の生徒・保護

者と向き合い、生徒一人一人の学びと育ちを保障するという、我々の使命や任務に変わり

はないのだ。それがパソコン端末のモニターという「小さな窓」越しになったとしても、

その外に広がる、学ぶことの奥深さを、成長することの喜びをこそ語って聞かせたい。
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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



 

 

 

 

 

 この夏、水泳部の１年松波海凪さんが６月に 

行われた全国・関東大会県予選会で 50ｍ自由形、 

100ｍバタフライの２種目で出場を決めたことは 

先月お知らせいたしました。 

８月７日～９日、横浜国際プールで行われた関 

東大会では、「女子 50ｍ自由形」優勝（27秒 22）、 

「女子 100ｍバタフライ」12位（1分 5秒 43）と 

優秀な成績をおさめました。 

おめでとうございます。日吉駅前の商店街入り口 

に応援の横断幕も出されました。 

 次号は各部活動の活躍をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事終了まで体育館側の門は通行しない 

ようにおねがいします。工事車両の出入り 

もあります。正門からおねがいします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/28 体育館の外壁に足場がかけられました。 

体育館の改修工事が始まりました。 
夏休みに入るとすぐに体育館の改修工事が始まっています。長年、西中の保健 

体育の授業や部活動、文化祭や合唱コンクール、そして 40回以上の入学式、卒業 

証書授与式を見守ってきてくれた体育館がリニューアルにむけて動き出しました。 

計画では、来年２月下旬に完成、３月より使用ができる予定です。 

 体育の授業や部活動などに不便をかけますが、協力をお願いします。 

 

 

松波海凪さん（水泳部）関東大会出場 
 ≪女子50ｍ自由形 優勝≫ 

7/21 備品の移動が済みました。 7/23 工事エリアが塀で囲われました。 

工事中のおねがい 調理室 工事終了！ 

夏休みに入る前から調理室の工事が本格的に行われていまし

た。授業の時や三者面談の最中に少し音がうるさかったかもしれ

ません。きれいになった調理室で早く授業を受けたいですね。 



 

 

 

 中学校初めての夏休みが終わりま

した。本来であれば、夏の楽しかった

思い出をたくさん作れるはずでした

が、今年も「自粛の夏」となってしま

いました。昨年の１年生の休業期間明

けには「得意料理が増えた」「三国志を

読破した」「家の手伝いを毎日した」な

どの報告がありました。「〇〇ができ

ない」「〇〇をしてはいけない」といっ

た「ないない」尽くしでなく、「家にい

る時間が長いからこそ〇〇ができた」

という夏であってほしいと願ってい

ます。新学期もこうした「今だからこ

そ」を見つけていける学年にしたいと

思います。 

 

10 月５日に予定している生徒会本部役員選挙に向けて、

選挙管理委員会では「一票の重さを感じて、フェアでスム

ーズな選挙にしよう」という目標を掲げ、ポスターや選挙

公報などの制作をしています。今年は各役職１名ずつ計７

名が立候補し、信任投票となります。例年とは違った形で

の選挙となりますが、よりよい選挙になるよう協力しなが

ら準備を進めていきます。 

年生から  年生の今 

 

生徒会より 

 

 

 

運動部は夏の総体が終わり、部活で

お世話になっていた先輩たちが引退を

しました。先輩たちの思いや伝統を引

継ぎ、これからは自分たちの番だと意

気込んだのも束の間、緊急事態宣言で

活動休止になってしまいました。 

例年ならば責任感と集団をまとめる

力を養う夏でしたが、それができない

今、しっかりと自分の現在地点を見つ

めなおし、成長への道筋・計画を立て

る時間になれば、と思います。 

勉学に部活、学校行事で昨年よりも

大きな意味を持つ一年間。夏休み明け

にスタートダッシュを切れるように分

散登校期間も有効に使いましょう。 

 ３年間続けてきた部活動の最後の

大会や発表がありました。やり切った

という清々しい表情で引退していく

姿が印象的でした。部活を通して得た

様々な経験が大人になって必ず役に

立つでしょう。 

 高校見学が夏休みの宿題になって

いましたが、予約をとれず参加できな

かった人もいるようです。今後もチャ

ンスはありますからアンテナを立て

て必要な情報をキャッチしていきま

しょう。義務教育もあと半年です。そ

の先の進路に向けて真剣に取り組む

時期です。それぞれの課題を解決しな

がら実力をつけていきましょう。 

  

 

前回のお便りでは３年間の集大成である総体の始まり

をお知らせいたしましたが、夏休みを経て本校の全ての

部が大会を終えました。結果の如何にかかわらず、どの

部も３年生が活躍し後輩にしっかりとバトンをつないで

くれました。１，２年生は「さあ、頑張るぞ」という段

階で活動ができなくなってしまいましたが、休止期間が

明けた暁には、目標に向かって突き進みましょう。 

感染の症予防対策として９月１日
から 16 日まで学校図書館は完全閉館
することにしました。７月の夏特別貸
し出しの返却期限も延長し９月 16 日
までとしますので、閉館中であっても
本の返却は受け付けます。 

西中初の試みとして、夏特別貸し出し
（７月12日～16日）の冊数は一人６
冊としました。とても好評で期間中、
「金のしおり」目当てに何回も本を借
りる生徒が続出しました。７月全体の
貸し出し冊数は405冊、その内351冊
が特別貸し出し期間中に貸し出され
ました。 

夏休みが終わり、いよいよ学校生

活の始まりと思いきや、緊急事態宣

言で、再び分散登校となってしまい

ました。また、デルタ株の猛威で、学

校での感染の広がりが昨年以上に心

配される状況です。生徒の皆さんや

保護者の方も、その不安はとても大

きいと思います。感染対策を徹底し、

各自の行動を今まで以上に意識して

いかなければなりませんが、何があ

っても周囲を思いやる気持ちを忘れ

ずに対応していきたいですね。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症が爆発

的に感染拡大しています。デルタ株

に置き換わり、従来株の時には少な

かった子どもの感染が急激に多くな

っています。毎朝必ず家庭で検温と

健康観察をしてください。少しでも

体調不良がある場合は家庭で様子を

みていただくよう、お願いします。 

子どものワクチン接種も少しずつ進

んではいますが、手洗い・マスク・換

気の基本的な感染予防を学校でも家

庭でもしっかり行いましょう。 

１ 

 

 年生の今 ２  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  

今回は部活動賛助金について、お知らせいたします。 

部活動賛助金とは、学校会計による部活動費では足り 

ない部分を補い、活動を支援するお金です。昨年度は 

野球部のボール、サッカー部のマーカーコーン、バド 

ミントン部のポータブルネット、演劇部の小道具・大道具、美術部のトランスパレット、 

茶道部の抹茶椀を賛助金で購入させていただきました。任意の納入ではございますが、 

子どもたちがのびのびと活動できますよう、ご協力お願いいたします。 

                   

                   

 



日 曜 主な内容

1 水 授業再開〔昼食なし〕　　　　　　　部活動なし

2 木 教育相談13:45-14:30　PTA役員会

3 金 教育相談13:45-14:30

4 土

5 日

6 月 教育相談13:45-14:30

7 火 教育相談13:45-14:30

8 水 教育相談13:45-14:30

9 木 教育相談13:45-14:30

10 金 教育相談13:45-14:30

11 土

12 日

13 月 教育相談13:45-14:30

14 火 前期期末テスト(社･理・技家)

15 水 　(英・数・美)

16 木 　(国･保体・美)　専門委員会　PTA実行委員会

17 金 中央委員会　学校運営協議会

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金 集会　部活動なし

25 土

26 日

27 月

28 火 部活動なし　校外パトロール17:50

29 水

30 木

《９月の行事予定》
部活動 17:45終了  18:00下校

　《10月のおもな予定》
　　  １日（金）　３年英語検定
　　　４日（月）　専門委員会
　　　　　　教育実習開始　～22日(金)まで
　　　５日（火）　生徒会選挙
　　　７日（木）　文化祭委員会　PTA役員会
　　　８日（金）　前期終業式
　　１１日（月）　後期始業式
　　１３日（水）　専門委員会
　　１５日（金）　中央委員会
　　１６日（土）　土曜参観日・保護者会・部活動保護者会
　　　　　　※部活動なし
　　１９日（月）　認証式
　　２９日（金）　合唱コンクール（港北公会堂）

分

散

登

校

コース別学習の

実施、詳細につ

いては検討中で

す。

 

 

中学生は成長が早く、最近上履きや体操着の注

文をする生徒たちが多くなってきています。 

ジャージ・体操着・上履き・体育館履きを購入

したい時は、職員室にご連絡ください。振込用紙

をお渡しします。郵便局で代金を振り込んでくだ

さい。業者が振込確認後、学校に購入物を届けて

くれます。 

＜取扱業者＞ 

ジャージ・体操着 ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂ 電話 045-371-1858 

上履き・体育館履き ＴＭｽﾎﾟｰﾂ 電話 045-984-3219 

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：９月は  

３日 (金 )・1７日 (金 )、2４日 (金 )  

  10 時 0０分～１７時 0０分です。 

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  

☆連絡先：ｽｸｰﾙ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  

ジャージ・上履き等の購入について 

 
【重要】分散登校による給食  
不要日のキャンセルについて  

 
９月１日 (水 )については教育委員会で一

括してキャンセル手続き及びポイントの返

還を行います。  

９月２日 (木 )から 13 日 (月 )まで分散登

校となりますので、登校日をご確認のうえ、

お子様が登校しない日 (給食不要日 )につい

ては、ご自身でキャンセルをお願い致しま

す。  

(※ 1)キャンセルができるのは提供日の２

日前の 16 時までです。  

(※ 2)キャンセルに伴い、ご購入金額分の

ポイントは返還されます。返還されたポイ

ントは次回以降のご注文に利用できます。  

(※ 3)定期注文でご購入の方も、給食不要

日はご自身でキャンセルをお願い致しま

す。  




