
思いを引き継ぐ
校長 松田 哲治

先日の日曜日、Fm yokohama「まんてんサンデーズ」という番組内の、ひとつのコーナー

「School Days Sundays」で、本校の校歌が紹介・放送された。

「慣れ親しんだ母校の校歌を聴けば、お世話になった先生の顔や一緒に遊んだ友達の顔が浮かび、楽し

かった思い出がよみがえり、仲の良かった友達は今何しているだろうと考えるのではないでしょうか。中

には校歌を聴いたことがきっかけで、旧友に連絡を取る人もいるかもしれません。」(番組からの依頼文より)

…そんな趣旨で、県内の学校の校歌を紹介しているこのコーナーに、本校卒業生から

リクエストがあったそうだ。感染状況が落ち着きかけていた、昨年秋から冬にかけての

生徒会活動の中で、歌声委員会の生徒たちが、校歌の合唱練習用音源として新たに録音

を行っており、本校の生徒会活動の様子を保護者や地域の方々に知っていただく有意義

な機会と考え依頼を承諾し、音源を提供していた。直前の校長への電話取材の内容が、

若干の「お化粧」を施されて電波にのったことには、大変恐縮してしまったが、コロナ

禍で制約が多い中、種々対策・工夫しながら継続してきた生徒や教職員の活動が、少し

報われたようでうれしかった。そして、卒業生が本校で過ごした日々の思いや記憶と、

こんな形で日吉台西中の「現在」とがつながれたことに、何よりも感無量である。

このラジオ放送より遡ること十日あまり。事故なく無事に横浜へ帰ってこられたことを、

まずは喜びたい。本校としては３年ぶりの、そして行き先に広島を加える企画が立ち上

がって以来、ようやく初めて実施できた修学旅行のことであ

る。相変らずのマスク、食事会場のパーテーションや黙食…、

致し方ないこと、だいぶ慣れっこになったとはいえ、小さなス

トレスではあっただろう。でも直近２年間の卒業生は、事前学

習の、中でも平和に関する内容や、広島での平和集会の計画に

ついて、今年の３年生と同様に時間をかけて準備をしてきたが、

コロナに阻まれ行けなかったのである。その無念さ、落胆を目

の当たりにしてきた校長としては、前日の事前集会で「行けな

かった卒業生たちの『思い』とともに、修学旅行へ行くのだ」という旨の話をしないでは

いられなかった。

初日の広島で市電に乗って移動し、がれきも保存された原爆ドームを目にしたとき、あ

らためて胸が締めつけられる思いであった。そして、３年生が「原爆の子の像」の前で行

った平和集会で、参加者皆で歌った「いのちの歌」は、平和への願い・希求であるととも

に、卒業生たちの思いを引き継いだ歌声として聴こえたのは、私だけではなかっただろう。

最終日の行程に、嵐山散策の時間があった。好天にも恵まれ充実した三日間、岸辺か

ら見上げた渡月橋と山並みは、何度かの桂川の氾濫を経ても、訪れた修学旅行生にとっ

て、今なお変わらない光景である。これもまた、引き継がれていけますように…。

日吉台西中通信
令和４年５月31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



修学旅行（広島・京都）に行ってきました 
５月 16 日(月)～18 日(水)の日程で３年生は３年ぶりの修学旅行に行ってきました。初日は広島で原爆ドームや平和資料館を見学

し、平和集会では「いのちの歌」を歌いました。京都では班別自主行動で名所旧跡をめぐり、最終日は「能」を見てきました。本物

を見て、感じた３日間でした。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在高校２年生の生徒たちが実現するはずだった西中 

初の修学旅行広島訪問。コロナ禍の影響を受け、中止が

続き、数年越しにようやく実現することができました。出発前の新横浜こそ雨模様でしたが、その後は天候にも恵まれ３

日間晴天のもとその後の行程を終えることができました。 

 初日の広島訪問では、映像や紙面で目にしていた原爆ドームを実際に前にし、感慨深い眼差しで見つめている生徒が多

くいました。平和記念公園に到着すると同時に、驚きと嘆きが混じった「うわぁ」という声が漏れてきました。平和記念

資料館では痛々しい記憶を目撃し、平和を希求する姿勢が身についたことでしょう。その後の平和集会での歌は、練習時

よりも思いのこもった「いのちの歌」を歌うことができました。現地ボランティアガイドさんによる碑めぐりツアーでは、

真剣に話を聞く様子が見られました。何人かのガイドさんからは「よく学習されてきていますね」とお褒めの言葉をいた

だくことができました。 

 ２日目の京都班別自由散策では、事前に計画したコースを生徒だけでめぐりました。トラブルも多々あったようです

が、協力して乗り越え、全員が笑顔でホテルに戻ってきました。疲れの中に充足感と満足感が見られ、全員が非常に良い

表情をしていました。到着時のアンケートでは「清水寺」「訪れて良かった場所」第１位に輝きました。 

 ３日目は朝早くに起床し、荷造りを終え、バスに乗り込みました。河村能楽堂では数百年続く歴史を肌で感じることが

できました。一生懸命に聞こうとする態度が伝わったのか、女将さんから「とても良い生徒さんですね」とお褒めの言葉

をいただきました。最終訪問地の嵐山でも最後の班行動を協力して行い、全ての班が時間内に集合場所に戻ってくること

ができました。 

 校外行事が生徒にとってとても大きな意味をもつ行事であることが、彼らの行動や表情のひとつひとつから感じられま

した。それと同時に、仲間と協力しようとする姿勢、ルールや規則を守ってみんなが気持ちよく生活できるように努める

姿勢が随所に見られ、緑学年の生徒の成長が感じられる修学旅行となりました。次は体育祭。最上級学年として学校を引

っ張っていきましょう。 

３年１組 鳥畑 ふあ さん 
 
５月 16 日から 18 日に私たち３年生は修学旅行に行ってきました。１日目は広島で平和記念公園を回り、みんなで

頑張って折った千羽鶴を寄贈してきました。実行委員が一羽一羽、頑張ってつなげてくれました。２日目は京都市内を
一日班別行動でした。有名な寺院がある中で一番の人気は、清水寺でした。とても印象的だったという人たちが多く、
またすごく楽しかったと言っていました。行動中に些細なトラブルもあったみたいですが、たくさんいろんなところを
回れて良い経験になったと思います。３日目は河村能楽堂に行き、生で「能」を見ました。みんな感動していました。
その後、嵐山にも行きました。私たち実行委員は事前学習で嵐山にある野宮神社を舞台にした劇を撮影しました。慣れ
ない演技ですごく大変でしたが、頑張りました。今回の修学旅行は２年ぶりに実施することができて、みんなすごく楽
しんでいました。また修学旅行の日に戻りたいと言う声がすごく多く聞こえてきました。この３日間は緑学年らしい、
元気に溢れた３日間でした。みんな無事で元気に行って来られてとても良かったです。 

 



 

 

  

入学してからもう２か月が経とう

としています。中学校生活にも慣れ少

しずつ余裕がでてきたところかなぁ

と思います。 

学習面では、みんな高い集中力で授業

に参加しています。授業中の発言や先

生たちの話を聞く姿勢など学習しよう

という気持ちが生徒から伝わっていま

す。６月には中学校初めての試験が行わ

れます。生徒たちからは不安な気持ち、

心配な気持ちが伝わってきます。試験に

向けて学習計画表や試験範囲が配布さ

れています。しっかりと確認して取組ん

でおきましょう。 

 年生の今 

 

 

 

一昨年度からのコロナ禍で1年を通して思うように活動ができ

ない状況が続きました。しかし、各部、限られた環境の中でも試

行錯誤しながら努力を続けてきました。そして、いよいよ最後の

大会、総体が始まろうとしています。自分たちの思いをぶつけ合

う最後にして最大の大会です。勝っても負けても自分たちの「思

い」を大切にして大会に臨みましょう。 

 

新緑の美しい季節となりました。 

草木の生き生きとした姿に、今日も元

気をもらっています。 

 あれから、図書室には訪れていただ

けたでしょうか。昼食後、「図書館に行

かない？」と声をかけあい、連れだっ

ていく後ろ姿を何人もみかけ嬉しく

思いました。 

 廊下にあるスペースには、毎日、図

書委員長が、新聞を運んでくれていま

す。日本や世界で起きている出来事を

少し、のぞいてみませんか。 

 

 修学旅行では、３年生の楽しんで

過ごす様子が見られました。６月の

WESTIVAL体育祭では、各色の団結を

期待しています。 

 登下校での交通マナーをもう一度

振り返ってみましょう。周りの近隣

の方や通行する人や車に迷惑をかけ

ていないか、自分自身や友人の行動

を意識して、西中生として正しい行

動を期待しています。 

ちょっとした気遣いが 

大切ですね。 

 

 

今年の梅雨は早く訪れ、早く終わ

るという予報もでているようです。

先月は雨が多く、気象病（天気の変

化で頭痛など体調不良が起きるこ

と）のような症状での来室が多くあ

りました。予防には十分な睡眠やス

トレッチが有効です。また耳を引っ

張りながら回すことも予防や軽減

になります。心身共に憂鬱になって

しまいがちな梅雨ですが、晴れる日

を楽しみに待ちましょうね。 

【雨上がりでなくちゃ 晴れ間に

虹はない】（「１・２・３」歌詞より） 
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 ｇゴールデン 

 部活動や委員会活動で、１年生にアドバ

イスしたり、説明したりする姿を見る機会

が増えました。言葉だけでなく、「背中」

で引っ張る「先輩」となれるよう精神面、

行動面ともに西中センターとしての意識を

もってほしいです。 

 ２度目となるWESTIVAL体育祭では学校

全体を盛り上げられるよう、学年種目の

「大縄」の練習にも励んでいます。 

学習面でも、２年生初のテストも近くな

り、休み時間に勉強する姿を見ることが多

くなってきました。 

昨年の経験を活かしながら文武両道「と

ことん」取り組んでいきましょう。 

 年生の今 
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５月２７日に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。 

『西中自変』よりよい西中を目指して、頑張りましょう。 

生徒会より 

 

５月１６日～１８日の３日間で修学

旅行に無事行ってきました。広島の平

和集会では平和宣言、折り鶴の奉納、

『いのちの歌』の合唱を通して 

平和への思いを確かなものしたり、京

都では、寺社仏閣巡りや能体験を通し

て、文化や伝統を尊重する心が身につ

いたりと大きく成長する行事なりまし

た。是非、この経験を今後に活かしてく

ださい。今月は前期中間試験、体育祭と

自分を発揮させることのできる機会が

あります。日ごろの成果が出せるよう

に日々を大切にしてがんばってくださ

い。 

 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年度始の繁忙期がひと段落しました。委員選出では保護者の皆様からの快いご協 

力や、ご理解を頂きました。ありがとうございました。 

さて、今年度の放課後パトロールの日程は、6/24(金)18:00〜、9/30(金)18:00〜、11/24(木)17:00〜、2/22(水)17:30〜 

に決定いたしました。放課後パトロールは、学校をスタート地点にして日吉本町駅方面、尾根道方面、千代田坂方面の 

３ルートを分散して歩き、先生方や校外委員と一緒に下校途中の生徒たちの安全を確保するため防犯・ 

交通安全を確認します。 

 定期的なパトロール巡回は地域内の防犯対策にも役立っています。詳細は決まり次第お伝えします。 

子どもたちの安全のために、保護者の皆様のご参加をお待ちしています！ 

 



 

日 曜 主 な 内 容

1 水 耳鼻科検診１年

2 木 横浜開港記念日

3 金 ＰＴＡ総会　　　　　　　　　　　　　部活動なし

4 土

5 日

6 月 前期中間試験　給食なし

7 火 前期中間試験　花植え(美化委員)　給食なし

8 水
内科検診１年1,2組　専門委員会(体育祭含)

部活動なし

9 木 ＰＴＡ役員会

10 金 体育祭予行練習　昼食11:45

11 土

12 日

13 月 教育実習開始(7/1まで)

14 火 １年生ＰＡＡ遠足(足柄)

15 水 内科検診１年3,4組 昼食11:45 予行予備１

16 木 体育祭準備　予行予備２

17 金 WESTIVAL体育祭

18 土

19 日

20 月 体育祭予備日１

21 火 中央委員会　体育祭予備日２

22 水 体育祭予備日３

23 木 心電図検査

24 金 国際平和スピーチコンテスト

25 土

26 日

27 月 部活動なし

28 火

29 水

30 木

　　　　  　　《６月の行事予定》
　　　　　　　　　　　 　　部活動 17:45終了 18:00下校

《７月のおもな予定》
　　１日(金)教育実習終了　進路説明会14:30～

　　４日(月)専門委員会　部活動なし
　　７日(木)三者面談・教科相談　～12日(火)
　　６日(月)ＰＴＡ役員会
　１４日(木)ＰＴＡ実行委員会　教科相談15:00～16:30
　１５日(金)中央委員会
　１９日(火)大掃除
　２０日(水)集会
　２１日(木)～８月２８日(日)夏季休業期間
　８月２９日(月)授業再開

☆日時：６月は   

３日 (金 ) ,10 日 (金 ) ,17 日 (金 ) ,24 日 (金 )  

９ :３0～17:00 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  

WESTIVAL体育祭見学について 
６月 17日(金)に実施する WESTIVAL 体育祭ですが、

今年度もコロナ禍での開催となり、保護者様の参観を

制限せざる負えない状況です。そこで３年生の保護者

様、生徒１名につき１名の保護者様の参観とさせてい

ただきます。なお当日、体調不良であった場合は無理

をなさらず参観をご遠慮願います。ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

詳細は後日ご連絡いたします。 

新しい先生の紹介です 
こんにちは。この度、交流室の非常勤講師として

着任しました、原 秀彰（はら ひであき）と申しま
す。最近の趣味はスクラッチアートに取り組むこと
です。先生方や生徒の皆さんから多くのことを学ん
でいきたいと思います。1 年間、よろしくお願いいた
します。 

 
 
5 月 27 日 

校歌が FM横浜で放送されました♬ 
５月 29 日(日)10:00～Fm yokohama のラジオ番組

「まんてんサンデーズ」で本校の校歌が流れました。

リスナー(おそらく卒業生)からのリクエストがあ

り、昨年度の歌声委員会が合唱練習用に新しく録音

した音源を提供しました。ラジオのスマホアプリで

は放送後１週間までタイムフリー再生で聞くことが

できます。放送開始から 1時間 20分後頃の「School 

Days Sundays」というコーナーです。 

教育実習生紹介 

 ６月 13日(月)から 7月１日(金)まで、教育実習生
の実習期間としています。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方です。授業や部活動
を通じ、多くのことを、学び取ってください。 

○ 吉本 茉歩 先生 

   理  科 ・ ２年１組 

○ 新堀 友香 先生 

   英  語・ ２年３組 


