
歌声が響き渡れば
校長 松田 哲治

今年も、９月のひと月をかけて季節はめぐり、夏から秋へと移り変わる。ジリジリと焼

けつくような日差しもすっかり影を潜め、吹く風が運んでくる冷気に一か月という時間の

経過を実感する。

先日の日曜日、住民票の発行と受領のために、横浜駅東口にある行政サービスコーナー

へ立ち寄った。人出が多くなるであろう時間帯を避け、朝イチで出かけたのにもかかわら

ず、「緊急事態宣言」にはすっかり慣れっこになってしまったのか、駅なかとその周辺は沢

山の人々でごった返していた。…と、かくいうわたしも、その人流を形成している一人で

はあるのだが。余計なところへは一切立ち寄らず、必要最低限の用事を済ませて、マスク

で顔を覆った名も知らぬ隣人たちとすれ違いながら、駅を後にした。以前の日常が戻りつ

つある…安堵と不安が交錯しつつ、なかなか「０」にはならない新規感染者数と、まだま
ゼロ

だ奮闘の日々を送る医療従事者の皆さんの尽力に思いを馳せる。

さて、今日から通常登校の再開。分散登校が継続されていた間に、

定期試験で苦労していた間に、すっかり、しっかり秋だ。秋といえ

ば食欲の秋、スポーツの秋、そして文化の秋。西中の秋は、本来な

ら「歌声の秋」である。合唱コンクールでの披露に向けた各クラス

のひたむきな取組は、一生のうちのこの一時期にしかできない大切

な経験だ。パートに分かれて基本的な音取り。パートごと正確に歌えるようになってきた

ら、歌声を重ね合わせてみる。ピアノ伴奏にのせ、指揮者の手指の動きに合わせて引き出

された重層的なハーモニー。何度も練習を繰り返し、力を合わせて一つの作品・楽曲を作

り上げた仲間たちだけが味わうことを許される、歌い終えた後の充実感。心動かされた聴

衆も、また素敵な時間を過ごせた喜びに満ちてくる。

宣言は全解除だそうだ。でも感染防止対策は、当面の間は継続していかななければなら

ない。そんな環境下でできる、精一杯の歌声を響き渡らせよう。距離を保ちながら練習に

取り組む場所が確保できるよう、今年は、この歌声の秋を謳歌できるのは３年生だけに限

定した。３年生は最終学年。来年はもう西中にはいられない。だから優先的に取り組める

ようにした。でも、それだけではない。歌声を練り上げていくプロセスを見せてほしいの

だ。一途に取り組んだ成果としての美しいハーモニーを、聴かせてほしいのだ。創造する

楽しみを、引き継いでほしいのだ。今年、それができるのは、３年生しかいないのだ。

西中の三本柱の一つ「歌声」。生徒の活動の真ん中になぜ「歌声」を据えているのか。そ

の意味を、その意義を、取り組む姿で語れるのは、２年前に歌った経験のある３年生にし

かできない。そして、２年生・１年生に歌声が響き渡る美しさや喜びを、体育祭の時と同

様、西中生スピリットという名の無形のバトンでリレーしてほしい。

頼んだよ、３年生！

最上級生の日々の姿から学び、バトンをつなごう、２年生・１年生！

日吉台西中通信
令和３年10月４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



今年は再び熱いナツが帰ってきました。３年生の運動部の活動はこの夏で一区切り終わりになります。３年間、情熱を 

傾けてきた取組のフィナーレを各部長が紹介してくれます。部長たちの強く熱い思いをお伝えするには今月号だけでは紙 

面が足りなくなってしまいました。来月号にも続きます。 

 

① 中総体の試合結果 

② 最後の大会のためにやってきた練習やみんなの様子  

野 球 部 

部長：米山 太智 

①日吉台西中１－３高田中 

②３年生を中心にチーム一丸となり後輩も協力してくれ、 

とても良い雰囲気で試合にのぞめた。 

サッカー部 

 

部長：髙田 脩真 

①１回戦 末吉中学校8対0で勝利。２回戦 岡村中PKで4対3で勝利。 

３回戦 西柴中学校1対0で勝利。４回戦 日大中1対2で敗退。 

②いつもは１，２，３年生の学年ごとにまとまっていたが大会前になったら 

その壁が壊されて、積極的に話し合いコミニケーションをとって団結できた。 

男子ソフトテニス部 
 

部長：前田 達也 

①１回戦 日吉台西中３-０老松中、２回戦 日吉台西中０-３末吉中。 

②大会に出るメンバーからやりたいことを聞いて、練習メニューに入れたりして取り組んでいました。 

練習中は最後まで、いつも通り笑顔が絶えずやれていました。 

女子ソフトテニス部 
 

部長：三宅 歩果 

①上白根中学校と対戦しました。結果は3対0の負けです。 

②最後の大会、普段の試合も充分な練習ができない中でやってあまりやり切ったと言う思いは少な 

○いです。普段の練習では、しっかりやる時とやらない時で差が大きかったが、部員全員楽しく活動して

○きました。 

男子バスケット部 
 

部長：中村 大樹 

①日吉台西中学校71－73山内中で負け。 

②チームプレイを重視するためにオールコートで3対3などをやった。 

ボールを持っていない人がコートの上でどういう動きをするのかを確認 

していた。いつも通りみんなで声を出して練習していた。（横井先生は大 

会が近くになるにつれ2年生に厳しくなっていった。） 

女子バスケット部 

 
部長：増渕 友 

①vs田奈中 負け 中盤までは勝っていたけれど、後半で抜かされてしまい、 

負けてしまった。 

②スタートのメンバーと、その他のメンバーで戦い、欠点を見つけて、もっと 

できるようにと頑張った。（まだ）引退したくないと言う気持ちから、みんなが気を引きしめて一生懸

命頑張っていた。 

女子バレーボール部 

部長：伊藤 華 

① 日吉台西中（5-25/19-25）０－２で小山台中が勝ちました。 

②人数が少なかったので２対２や３対３をやっていました。大会直前はみんな真剣にこうして欲しいと

言う要求をしていました。最後の方にはラリーがかなり続いて楽しくできていました。 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

 

部長：渡部 緋菜 

①６月に団体戦があり、２回戦敗退でした。末吉中に２対１で負けました。7月に市大会の個人戦があり、 

西中から区の代表としてダブルス1本、シングルス1本出場しました。負けてしまいましたが、チーム

メイトの分まで頑張りました。 

②引退試合が近づくにつれ、３年生がメインとなる練習になりました。1年生はそれにより、コートに入

○る時間が減ってしまいましたが嫌な顔 1 つせず、笑顔でサポートをしてくれたり応援をしてくれたり

○しました。感謝しかありません。またＯＢやＯＧが来てくださり、試合や練習を一緒にしてくださいま

○した。ＯＢは高３で私たちなんて全く歯が立ちませんでしたが、とても良い勉強になりました。 

水 泳 部 

部長：中西 凱央 

①全員が標準タイムを突破し、自己ベストを更新しました。 

②いつも通り水泳部らしいユーモアを忘れずに全力で泳ぎました。 

 

 

西中運動部 有終の美 “ナツタイを終えて”   
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 分散登校で、妙にがらんとした教室

で過ごす日々でした。オンライン学活

でようやくクラス全員揃うことがで

きたといちばん喜んでいたのは担任

の先生方だったかもしれません。 

 そんななか、中学校で二回目のテ

ストが終わりました。しかも、今回

は９教科。実技科目の対策に悩んだ

人も多かったようです。結果の数字

に一喜一憂するのではなく、「どうし

てそうなったのか」振り返ることが

大切です。１年生のうちに様々な学

習法を試してみて、自分にあったも

のを見つけることが「最強のテスト

対策」となります。 

 

 

分散登校期間で生徒会活動もしばらく停止していま
したが、10 月からいよいよ再開の予定です。前期の振
り返り・反省を行い、後期からの活動に活かしていきま
しょう。 
また、10月 6日(水)には生徒会役員選挙が行われま

す。西中生全員が生徒会の会員です。投票する側もしっ
かりと立候補者の演説を聞き、責任をもって投票しま
しょう。 

 年生の今 

 

 

 

 

分散登校で前期期末テスト、そし

てテスト返却と今まで行われたこと

がない方法で実施されました。今回

の結果を受けてしっかり反省をし

て、次に生かしてください。テスト

はゴールではなく、スタートライン

です。次のスタートラインに向け

て、がんばってください。 

家庭学習の日は、オンライン学活

になりました。モニターの向こうに

見えるみんなの姿も元気はつらつで

した。 

全員が元気に登校して、たくさん

の笑顔があふれることを楽しみにし

ています。 

期末試験が返却されました。日頃の

勉強の成果が表れましたか。学んだこ

とをしっかりと定着させ、後期中間で

も良い結果を出せるように努力を続

けて下さい。 

夏休みが明けてからずっと分散登

校です。感想を聞いてみました。 

「楽でいい」「自分のペースで勉強と

遊びの時間を決められる」という肯定

派が多い一方、「ついつい不規則な生

活になってしまう」「友達に会えない

のがつまらない」などの否定派もいま

す。クラス全員が集まってワイワイと

過ごすのが本来の学校の姿です。今月

はクラス皆で歌えますように！！ 

 

活動ができるようになると、1か月ほどの期間を経て

大会が予定されている種目も多いことと思います。はや

る気持ちや焦る気持ちもあるかもしれませんが、けがを

しないように徐々に体を慣らしていきましょう。文化部

も運動部も基本は身体作りです。できることを考えて実

行していきましょう。 

分散登校に伴い、９月いっぱいは

閉館の学校図書館。10月からは曜日

に合わせ、ひと学年限定の図書館利

用 を予定しております。昼休みの利

用人数を減らし、可能な限り『三

密』をさけるのが目的です。 

多い時で80人以上、少ない時でも

30人が昼休みを利用する本校自慢の

空間ですが、今現在、感染拡大を予

防するため、図書館活動を短縮する

予定です。 

 分散登校も１か月となり、生徒た

ちの生活も、分散が当たり前のよう

になってしまっているのでしょう

か。ゆったりと過ごしている生徒、学

校に行きたくて寂しい思いをしてい

る生徒などそれぞれだと思います

が、１０月からの平常化に向けて生

活のリズムを整え、準備をしっかり

としていきましょう。また、不安な気

持ちがあるときは遠慮なく、学校に

相談してください。 

 

 

 分散登校でスタートした９月。夏

休み中の生活リズムと１日おきにし

か登校しない生活リズムが続き、体

調を崩す生徒もいました。 

生活リズムを整えることは健康的な

生活をする上でとても大切なことで

す。少なくても寝る１時間前からス

マホやパソコンの画面を見ることを

やめ、決まった時間に布団に入り、起

床する。中学生の今、このリズムを作

ることは将来にも役立つはずです。 

１  年生の今 ２ 

生徒会より 

 

 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  

                   新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽの感染者数が少しだけ減少してきました。緊急事態宣言が解除される

と、その翌月に感染拡大が起こるというパターンに慣れてしまっているかもしれませ

ん。自分の身近なところで感染者がいないとどこか遠くのことと感じたり、家族や友

人が感染しとても辛く不安な思いをされた方もいることと思います。変異株に 

よる感染拡大が減少しても、幹となるｳｨﾙｽ株がしぶとく残り新たな変異株が作られます。この幹株を 

減少させることが何よりも大切です。厚生労働省から興味深いｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｨﾙｽ感染者数についてデータ 

が発表されています。 

令和３年第９週（R03/03/01～03/03/07）の１週間の全国のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽの感染者数は 26人でした。 

単純比較はできませんが、令和２年第９週の１週間の感染者数は 23,605人です。感染対策をしっかり行っ 

たことの一つの結果だと思います。みんなの感染対策はしっかりと結果を出しています。聞き飽きたと思いま

すが、手洗い、マスクの着用を徹底して感染対策をしっかりと行いましょう。みんな頑張れ！ 

                   

                   



日 曜 主な内容

1 金 ３年英語検定 《弁当なし》

2 土

3 日

4 月 専門委員会(部活動なし)　　　秋季教育実習開始

5 火

6 水 生徒会選挙

7 木 中央委員会 文化祭委員会 PTA役員会

8 金 前期終業式

9 土

10 日

11 月 後期始業式

12 火

13 水 専門委員会(部活動なし)

14 木 中央委員会 PTA実行委員会

15 金 連絡票配付

16 土

17 日

18 月

19 火 認証式

20 水

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金 WESTIVAL文化祭(港北公会堂）

30 土

31 日

《10月の行事予定》
部活動 17:15終了  17:30下校

　《11月のおもな予定》
　４日（木）　３年生進路面談 ５(金)・８日(月)・９日(火)・12日(金)

　　　　　　　ＰＴＡ役員会
　10日（水）　区教科領域研究部会
　15日（月）　３年後期中間試験《３年弁当なし》
　16日（火）･17日（水）　１～３年後期中間試験《弁当なし》
　17日（水）　運営委員会
　18日（木）　専門委員会 ＰＴＡ実行委員会
　23日（祝火）２年自然教室　～25日（木）
　26日（金）　２年生健康観察日＜代休＞

　   

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： 10 月は  

１日 (金 )、 15 日 (金 )、 22 日 (金 ) 

29 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  

 
オンライン学習教材「デキタス」

利用期間、延長のお知らせ  
 

分散登校の期間に株式会社城南進学研究

社様から、オンライン学習教材「デキタス」

の無償利用のお知らせをさせていただきま

した。当初、分散登校期間中のみ利用の予定

でしたが、城南進学研究社様のご提案により

令和４年３月末まで継続利用が可能となり

ました。概ね教科書の内容に対応した教材で

すので、補助的な学習教材として、ご活用く

ださい。  

 教育実習生紹介  
 10 月４日から 22日まで、秋季の実習期間となり

ます。日吉台西中を卒業し、学校の先生になろう

としている先輩もいます。授業や部活動での交流

から、多くのことを学び取ってください。 

○ 田中 美和子 先生 

      社  会 / ３年１組 

○ 栗原 大輝 先生 

      保健体育 / １年３組 

日吉台西中学校 校歌板の今 
 体育館改修工事に
より、ステージ横の壁
に設置されていた校
歌板が、現在職員玄関
に移設されています。
第 18 回卒業生の記念
作品です。懐かしく思
われる保護者の方も
いらっしゃるのでは。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tetsu
スタンプ

tetsu
スタンプ




