
目標を共有して強くなる
校長 松田 哲治

ある日の放課後のこと。校長室で「今度の学校だよりの巻頭で何を伝えたらよいか」と

思案に暮れていると、吹奏楽部がパート練習をしているのであろう様々な楽器の音色と旋

律が校舎中に響いてきた。

また別の日の午後には、ある運動部の、練習に参加している部員皆でランニングに取り

組む大きな掛け声と、シューズでグラウンドを駆ける音が聞こえてきた。「with コロナ」

のご時世、種々対策は講じながらではあるが、日常を取り戻しつつあることに、少しだけ

安堵を覚える瞬間である。入学してまだ間もない１年生の「本入部」も始まっている。小

学校と中学校で、その生活に大きく異なる点はいくつかあるが、部活動もその一つだろう。

当時の保護者・地域の皆さんのご理解とご助力や、先輩顧問からの

教えがあってこそではあるが、私自身、もたせていただいていた剣道

部が県大会の上位に進出することが何度かあった。どうしても「勝負

師」に徹しきれない顧問の「甘さ」が起因して、毎度、関東大会や全

国大会への出場は逃してしまうのだが、自分たちの可能性を信じて稽

古に明け暮れ、休日を利用して県内外あちこちへ遠征し、互いに叱咤

激励しながらチーム作りをしていた日々や、試合を一つ一つ勝ち上がっていく、あの一

種の高揚感は、教科の授業や学級や学年の諸活動と同様、いや、もしかしたらそれ以上

に、生徒たちにとっては中学校生活を、顧問である私にとっては教員としての人生を象

徴する一大トピックと言ってもいいかもしれない。

反面、日々の部活動で疲労が蓄積するなどして、学校生活に影響を及ぼしてしまう生

徒も中にはいる。いくら好きで始めたことではあっても、それでは本末転倒だ。

本来休日であるはずの週末の時間を、顧問として教育課程外の時間外勤務に費やしワ

ークライフバランスを崩してしまったり、かくいう私もそうだが、自身の家族に少なか

らず我慢を強いて部活動の時間を捻出せざるを得なかったりするような教員もいる。

生徒たちの心身の成長のため、そして生徒たちの変容を実感できることが何よりうれ

しくて、教員としての良心だけで部活動は続けてきたが、国や市の情勢は、今まさに転

換期を迎えているようである。

学級や学年とは別に、規模の大小はあれ、基本的には関心や意欲があって入部を希望

した者のコミュニティである部活動は、部ごとの目標や活動の方針が共有できれば、自

主性や主体性、意欲的かつ協働して取り組む態度といった資質・能力を育む場としても、

十分効果的に機能し得るのだ。

…何か妙案はないものか。欧州での人命を脅かす状況に心を痛めつつ、教育の不易と

流行のハザマで、目の前の子どもたちの学びを育ちを保障する手だてを考えていきたい。

日吉台西中通信
令和４年４月28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



新入生を迎える会＆生徒会オリエンテーション ４月８日(金) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
認証式＆体育祭色決め 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育課程説明会・部活動説明会 ４月２０日(水) 
教育課程説明会を開きました。現行の教育課程になり２年目

になりました。多くの保護者の方々に参加いただきました。 

学力とはテストなどだけで測られるものではなく「学んだ
力」、「学ぶ力」、「学ぼうとする力」のこれが育成を目指す３つ
の力「知識･技能」｢思考･判断･表現｣｢主体的に学習に取り組む
態度｣になるのです。｢学ぼうとする力」（態度）を数値化する
ことは難しいことですが、粘り強く自己調整しながら学ぶ姿勢
を育てることを大切にしていきたいです。 

新入生を迎える会が開かれました。歓迎の言葉のあと記念品の贈呈と

して鉢植えの花を二鉢、贈られました。新入生代表の言葉もおわり、続

いて生徒会オリエンテーションが行われました。各専門委員会の紹介、

部活動紹介とつづきます。 

各部活の紹介では２･３年生が春休み中に考えたパフォーマンスなどを

披露し、楽しく和やかなひとときとなりました。 

４月 25日(月)生徒集会が体育館で行われまし

た。１年生から３年生まで、全学年が体育館に集ま

るのは何時以来なのでしょうか。 

まずは前期の各専門委員会の認証式が行われまし

た。生徒会長から各委員長が代表して委嘱状を受け

取りました。委員を務める皆さんは生徒会スローガ

ンの「西中自変」の実現のためにも協力してがんば

りましょう。 

続いては６月17日（金）に開催されるWESTIVAL体

育祭の色分け抽選会です。体育祭実行員会メンバー

による寸劇から始まりました。色分けは右の表のよ

うになりました。実行委員の皆さんが、おおいにこの

抽選会を盛り上げてくれました。 

  



 

 

  

 入学式して、１か月が経とうとしてい

ます。中学校生活に慣れるために一生懸

命学校生活を送っています。 

１年生のみんなには「一所懸命」とい

う学年目標を伝えました。西中に入学し

たことをきっかけに何か一つでも自分

の頑張れることをやってみようと伝え

ました。 

専門委員会が始まり、学級委員は学年

集会を企画して運営をしてくれました。 

そして、今週から部活動が始まります。

自分の活躍する場所を見つけましょう。 

そして、三年生になったときに、今の先

輩たちを超える三年生になれるといい

ですね。 

楽しみにしています。 

 

 年生の今 

 

 

 

 部活動説明会や仮入部などを経て、４月27日に１年生

の本入部を迎えました。仮入部から本入部までの期間が

短く、またコロナ禍であるために様々な制限があり思う

ように体験をすることができなかったかもしれません。

仮入部の様子は、色々な部活に参加した生徒や初めから

決めてピンポイントで参加した生徒など様々です。学校

生活の中で充実した時間になるようにしてほしいです。 

４月 20 日から始まった図書の貸し

出し。みなさん、休み時間に訪れてく

れたでしょうか。 

定期的に発行している『図書館だよ

り』では、新着本の紹介をしています。 

すてきな本との出会いがあなたの毎

日を変えてくれるかもしれません。ぜ

ひ、いろいろな本を手に取ってみてく

ださい。 

 『コルクの掲示板』は、図書ボラン

ティアさんたちの作品です。卒業した

三年生からのメッセージが掲載され

ています。ぜひ見に来てください。 

 

 

 

 学校生活も１か月が経過し、それぞ

れの学年が学校生活に慣れ始めてきた

ころかなと思います。昼休みには、多

くの生徒がグラウンドで楽しそうに遊

ぶ様子や、廊下で楽しそうに会話をす

る様子がみられます。 

学校生活を送っている中で困ってい

ることなどがあれば、まずは自分が相

談しやすい先生に相談してみてくださ

い。保護者の皆様も何か不安などあり

ましたら遠慮なく学校に連絡してくだ

さい。 

 

 

 気持ちの良い気候の日が増えて

きました。マスクでの生活が当たり

前になっていますが、外で周りに人

がいないときには、大きく息を吸っ

てみましょう。気分も晴れやかにな

るかもしれません。 

 ５月はどの学年も新年度の疲れ

がでてくるころです。具合が悪い日

があったり、心がざわざわしてきた

りする人もいるかもしれません。そ

れは休憩しようという体からのサ

インです。そのようなときは、無理

をせず、ゆっくり休みましょう。 
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何でも「初めて尽くし」の去年に比べ、 

落ち着いた新学期を迎えられたように見 

えます。委員会活動や部活動では、１年 

生に「先輩」と呼ばれ、中堅学年として 

の自覚が芽生えてきました。 

 得意でも苦手でも、とことんやりこむ 

学年になることを目標として、学年目標 

を「徹底（とことん）」にしました。学級 

目標も1組「ぬかどこ（個性を熟成させよ

う）」、２組「青星のジグソーパズル（光 

輝く青星のピースになろう）」、３組「枝豆 

（大きさが違う豆でもまとまろう）」、４組 

「打ち上げ花火（束になって大花を咲かせ

よう）」に設定し、リスタートです！ 

 年生の今 
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新入生歓迎会・生徒会オリエンテーションなど新学

期から大忙しでした。みなさん、ご協力ありがとうご

ざいました。新しい専門委員も決まり、今年度も挨拶

活動を行っていきます。今は、生徒総会に向けて準備

中です。本部役員みんなで力を合わせて活動中です。 

 

生徒会より 

 

最上級学年になり、すべての場面

で先頭に立って学校全体を引っ張っ

ていかなくてはなりません。先日の

生徒朝会でも、３年生の体育祭実行

委員が舞台に立ち、色別抽選会を盛

り上げました。来る体育祭では学年

を超えて団結できる集団を作ってく

れることでしょう。活躍に期待して

います。 

そして間近にせまった修学旅行。

わくわく、ドキドキが止まらない様

子です。実りある行事になるように

職員、生徒一同協力して準備を進め

ていきます。みんな、頑張ろう！ 

 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  

 ＰＴＡの繁忙期！ 

令和４年度ＰＴＡ役員会、委員会が始動しました。 

３月は次年度への引継ぎ準備で４・５月は新年度活動に向けて委員の選出、総会の開催と 

大変忙しく、役員1年目だった昨年は天手古舞でしたが、２年目の今年は少し心に余裕をも 

って活動しています。 

 さて５月には待ちに待った修学旅行です。今年こそは無事に行けることを切に願っていま 

す。40年前、広島での平和学習を行う中学校は横浜市内で１校のみでした。第６期生から今 

年の第45期生まで（途中休止期間を挟み）約40年間続く日吉台西中学校の隠れた伝統行事です。書物から学ぶこ

とも大切ですが、現地に行って肌で感じることはとても多いと思います。安全第一に良い旅を！ 

               

               

『西中自変』 

令和４年度生徒会スローガン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆日時：５月は   

６日 (金 ) ,13 日 (金 ) ,19 日 (木 ) ,27 日 (金 )  

９ :３0～17:00 です。  

※19 日は 9:30～ 12:20 

※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 

担当教諭   磯山 るみ 

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) 

補助教材費の集金について 
先に配布いたしました「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載せ

させていただきました。集金は５月 26日(木)8:15～

8:45 に教材販売業者が生徒昇降口付近で集金を行い

ます。近くなりましたら集金封筒を配付いたします。 

防災訓練及び引き渡し下校訓練  
５月 23 日(月)に実施予定の標記訓練ですが、大規

模地震発生時（震度 5強以上）、または大規模災害の
警戒宣言が発令された場合は、中学生も保護者の方に
学校まで引き取りに来ていただくことになります。下
田小・駒林小と連携して行う訓練となります。生徒の
引き渡しは、13時 45分から 14時 15分の間になり、生
徒の保護者又は「緊急時連絡カード」にご登録いただい
た代理人への直接引き渡しとなります。詳細は後日お
知らせを配付いたしますのでご確認ください。 

前期中間試験 ６月６日(月)･７日(火) 

来月になると早々に前期中間試験が行われます。１

年生にとっては、初めての定期試験になります。それ

ぞれの教科の授業を大切にし、しっかりと学習に取り

組んでください。テストの結果だけで一喜一憂するの

ではなく、何が理解できていて、何を理解できなかっ

たのか。次の学習に向かうには何を確認しておくべき

なのかを理解するチャンスです。しっかり準備をして

おきましょう。 

日 曜 主 な 内 容

1 日

2 月

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金

7 土

8 日

9 月 専門委員会

10 火

11 水 眼科検診　昼食なし　部活動なし

12 木 PTA役員会9:00

13 金

14 土

15 日 ３年事前登校日(午前)

16 月 修学旅行(広島･京都)

17 火

18 水 　　部活動なし

19 木 ３年健康観察日

20 金

21 土

22 日

23 月 尿検査　引渡し訓練　部活動なし

24 火 専門委員会　部活動なし

25 水 内科検診(2年後半ｸﾗｽ)　中央委員会

26 木 PTA実行委員会9:00

27 金 生徒総会(標準服)

28 土

29 日

30 月

31 火

　　　　  　　《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(水)耳鼻科検診(１年)

　　２日(木)横浜開港記念日
　　３日(金)ＰＴＡ総会　　部活動なし～６日まで
　　６日(月)・７日(火)前期中間試験(給食弁当なし)
　　８日(水)内科検診(1年前半ｸﾗｽ)・専門委員会
　　９日(木)ＰＴＡ役員会
　１３日(月)～７月１日(金)教育実習期間
　１４日(火)１年生遠足（PAA足柄）
　１５日(水)内科検診(1年後半ｸﾗｽ)
　１６日(木)ＰＴＡ実行委員会
　１７日(金)WESTIVAL体育祭
　２３日(木)心電図(１年生､未受診者)


