
顔を上げて前を向く
校長 松田 哲治

８月29日(月)の朝、長期休業明け最初の全校集会は、致し方なく放送で行った。本当は

体育館に全校生徒を集め、表情を確認しながら話したり、夏の成果を表彰したりしたかっ

たのだが、相も変わらずの、新型コロナ感染拡大のリスク回避の一環として…とはいえ、

そろそろ全校集会くらいはできるような、状況の改善を願うばかりである。

新規感染者数に明らかな減少傾向が見られないまま、それでも、３年ぶりに行動制限

のない夏といわれた。県内では、お祭りや花火大会が実施されたところもあり、報道で

取り上げられていた催しも少なくなかった。種々対策しながら夏のイベントを企画され

たご家庭も多かったのではないだろうか。

私が住んでいる地域でも、開催日数や規模を若干縮小しながら、３年ぶりに夏祭りが

実施された。広場に櫓が組まれ、夕刻から太鼓の音がしばらくの
やぐら

間絶えなかった。何よりも驚いたのは、その人出である。愚息た

ちの手を引いて出かけていた頃以上に多くの人々が、大人も子ど

もも関係なく集まっていたのではないかと思われる。クラスター

が発生したという話はなく幸いであったが、この２年半、人々が

このささやかな地域行事の復活をどれだけ心待ちにしていたか、

あらためて実感した夏であった。

いずれにしても、今回もまさに「withコロナ」で前期後半戦だ。全校集会でのあいさ

つでも少し触れたのだが、朝、昇降口で「おはようございます」とあいさつしながら迎

えていると、生徒たちの顔が上がり、休み前よりこころもち前を向いているように感じ

ている。「また始まっちゃうなぁ…」という諦念もなくはないだろう。でも、それより

「よし、やってみるかぁ！」という、一人一人の小さな決意の表れが、生徒たちの顔を

上げさせているのだと、校長は『勝手に思い込んで』いる。そして、それは夏の40日、

何よりも家庭や地域での生活の充実があってこそと感謝の限りである。

定期テストが２回あったり、その間に合唱コンクールを含む『WESTIVAL文化祭』が予

定されていたり(何とか工夫して実施したい！)、やがて３年生は本格的な進路決定機を

迎えたり、２年生は種々活動の中で中心的な役割を担うようになったり、１年生も中学

生としての学校生活に慣れ、先を見通すようになったり…、この夏の終わりから冬本番

までの４か月弱は長丁場だけど、振り返ってみた時の「体感速度」は相応に速く、各学

年とも生徒一人一人の変化・変容も大きい時期である。それだけに、学習面も生活面も

日々の小さな学びと育ちの積み重ねに対して自覚的に過ごせるかどうかが肝要なのだ。

顔を上げて前を向き、さらに確かな先の見通しをもちながら冬を迎えていられるよう、

安心して学び育つ場として、さてさて令和４年度日吉台西中学校第２幕の開演である。

日吉台西中通信
令和４年９月１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



 

今年も暑い夏でした。３年生の部活動も熱い戦いが繰り広げられました。この夏で３年生の部活動は一区切りになります。この

思いを後に続く後輩たちへ各部長が紹介してくれました。 
① 夏の大会のために取り組んできた練習や部活動の様子 

② 引退が決まった試合が終わったときや、引退した現在の気持ち 

③ 後輩たちへ伝えたいことは  

サッカー部 

部長：髙関 楓眞 

①３年生は悔いの残らないように一生懸命に練習をし、１・２年生は楽しく自己のスキルを上げる練習に取り組みました。 

②県大会には遠かったけれど最後はチームが一つになった気がしたので悔いはありません。 

③サッカー部、今までありがとうございました。これからも今より強いサッカー部でいてください。 

野 球 部 

部長：中谷 一仁 

①大会が近づくにつれて３年生は少しずつチーム全体を見たり、自分の課題を意識するようになった。 

②最後の試合は誰も出塁することができずに終わって悔しい思いがありました。僕はもっと西中の野球部で野球がやりたか 

ったです。 

③部員全員で仲良く活動していいチームを作っていってください。いいチームを作っていく過程で辛くなることや嫌になる 

ことがあるかもしれませんが、その時は部の中で、お互いに励ましあって、競いあって、高めあっていってください。応 

援しています。 

男子ソフトテニス部 

部長：市原 隆人 

①ボレー＆ストロークという前衛対後衛のような練習を多くやっていました。みんなで楽しく活動していました。 

②やはり、ついに終わってしまうのかと言う寂しい気持ちと、負けてしまったことに対しての悔しさがありました。引退し 

て部活に行かなくなったけれど、テニスは楽しかったのでまたやりたいと思います。 

③後輩へは、代ごとに特色があると思います。だから部活動の中で、それぞれの個性を大切に伸ばしてほしいと思います。 

２年生が夏休みの大会などで良い成績を収めていてすばらしいです。この調子でがんばれ！ 

女子ソフトテニス部 

部長：八瀨尾 友理 

①女子テニス部は１番明るくて楽しい部活だという自信があります。それもあってメリハリがつけられない時もありました 

が、練習はみんなで助け合いながら楽しくできました。 

②引退が決まった時は、あまり実感がありませんでしたが、部活がなくなった今は寂しい気持ちです。悔いの残る結果とな 

り、後悔することもありましたが、何よりみんなとテニスできたことが良かったです！ 

③３年間、一緒に活動してくれた３年生のみんなありがとう！部活として実績を残せたことはなかったけれど、毎回の活動

が何より楽しくて最高の思い出です。１・２年生のみんなは、最後に悔いの残る結果にならないよう、何よりテニスを楽し

むことを大切にして、これからの部活がんばってください！ 

男子バスケット 

ボール部 

部長：大 宮  晴 

①大会のためにチーム一丸となって練習して、５対５をやっているときはものすごく集中していました。シュートが決まる 

と「よっしゃー！」と分かるような顔をしていました。 

②結果を残すことができなくて悔しい気持ちが湧いてきました。もう終わってしまったのか、まだ部活をしていたいな。こ 

のチームでもっとバスケをしていたかったなと思います。 

③どんなに全力で練習をしていても最後に悔いが残ってしまうから、悔いの残らないように毎回の練習で最善を尽くせるよ 

うに頑張ってください。 

女子バスケット 

ボール部 

部長：小室 慶花 

①この大会のためにやってきた走る練習は、きつかったけど、勝つためにお互いに励ましあい、頑張った。終わった後はやり 

切った感があってみんな笑顔だった。練習試合や対面練習では、いろいろな学校と練習試合ができて試合で生かせるよう 

なプレーを試してみた。自分たちの反省をしっかり次にいかすことができた。 

②今まで皆で乗り越えてきた練習を思い出したり、もう一緒にバスケができないと思ったら涙があふれた。負けて悔しい、 

勝ちたかったという気持ちと同時に、一生懸命がんばった、すごく楽しかったという気持ちもあって、いろいろな感情が 

溢れた。でも、バスケができて良かったと思えたし、古池先生、伊藤先生も含めて、このチームで良かったと思えた。 

③古池先生へ：３年間一緒に勝ちに行くことを目指して支えてくれてありがとうございました！きつい練習もあったけれど、 

古池先生がつくってくれたこのチームで本当に良かったと思います。 

後輩たちへ：今まで一緒に練習をがんばってきてくれてありがとう。１年生はあと２年、２年生はあと１年、きついことも 

あると思うけど、みんなで支えあって良いチームを作っていってね！ (爽やかに！)本当にみんなが後輩でよかった！ 

３人ともみんなのこと大好きだよ！たくさん遊びに行くね！ 

女子バレーボール部 

部長：橋本 京奈 

①「とても真面目」とは言えない部活でしたが、大会前の練習では、みんな今までで一番集中していたと思います。緊張や 

不安よりも、最後の試合を楽しもうという気持ちが大きかったと思います。 

②最後の試合が終わった時は、まだ終わりたくないと思いました。 

負けて悔しい気持ちもありましたが、それよりも２回戦に勝ち進み、もう１試合ができたことが嬉しかったです。引退し 

た今は、もうみんなで試合ができないことが寂しい気持ちですが、次の代に頑張ってほしい気持ちの方が大きいです。 

③一緒に活動してきた３年生、今までありがとう！西中で１番じゃないかと思うほどトラブルが多い部だったけれど、その 

分楽しいこともたくさんあって、バレー部に入って良かったと思います。１年生たちは１つ上の代がいないから、大変な 

こともたくさんあると思うけど、それを乗り越えてもっともっと強くなってほしいです。がんばれ！ 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

部長：藤岡 歩実 

①顧問の先生が２人になり、慣れない練習も多く、筋肉痛になったりと、厳しかったけれど、どんなに疲れても必死に練習に 

ついて行く３年生だったと思います。 

②いろいろなことがあり、本当にこのメンバーでやっていけるのか不安になったこともありましたが、この10人で３年間や 

ってきたからこそ、嬉しい時も悔しい時も乗り越えることができたと思います。 

③３年間本当にありがとうございました！10人それぞれの良さがあるからこそ、このバトミントン部があるんだなと引退し 

て改めて思いました。２年生は自分たちの代になりまだまだ慣れないことがたくさんあると思うけど、一つ一つ丁寧に取 

り組んでいってください!!１年生は基礎的なことが多いと思うけど、あきらめずに取り組んでください!!困った事があっ 

たらいつでも相談のるからね！ずっと応援しています!! 

日吉台西中“後輩たちへ”～運動部～   

次のページに続きます 



 

 

  

１年生は中学生、初めての夏休み

でした。どうでしたか？夏休み前に

「これを頑張ろう」「これをやろう」

と思ったことができましたか？ 

何か目標を立てることはとても大

切です。それを結果として達成でき

た、できないかはそんなに大切では

ありません。その目標に向かって何

を頑張ったか？が大切です。 

勉強や試験で目標を立てること

は大切ですが、部活動や校外でのク

ラブ活動も一緒です。自分の目標を

立てて、それに向かって頑張ってみ

てはどうでしょうか？ 

 年生の今 

水 泳 部 

部長：斎藤 大樹 

①水泳部は夏だけと思われがちですが、冬も大会に向け体力づくりのメニューに徹してきました。夏にはそれを活かして 

泳ぎました。大会前になるとみんな気合が入って出席率も上がり積極的でした。 

②引退した今、これまでの３年間を振り返るとあっという間でした。正直、あまり実感は湧きませんが、僕たちの活動は 

終りました。バトンパスです。１・２年生のみなさん、次は君たちだ！ 

③中学校で部活ができる「３年間」はみんなが思っているよりも短いと思います。人間、過去に戻ることはできないので 

一日一日の取り組みを大切にしてください。僕には座右の銘があります。「努力した者が皆、報われるわけではないが、 

報われた者は皆、努力している。」です。皆さん頑張ってください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年の夏も厳しい暑さが続き、体調など崩していないでし

ょうか。外へ出ることを控え、家で過ごすことが多くあった

のではないでしょうか。 

これから、過ごしやすい季節になって 

いきます。ぜひ、たくさんの本を手に取 

り、知識を増やしてほしいと思います。 

 図書室では、さまざまな本が君たち 

を待っていますよ。 

  

 

 夏休み期間中は健康に過ごせたでしょうか？今年の夏も新

型コロナウイルス感染症に悩まされる日々でしたね。学校で

も引き続き、感染対策をしながら教育活動を進めていきます。 

 長い休みの後の学校生活は楽しみが大きい生徒もいれば、

緊張が高まる生徒や、心身の体調を崩してしまう生徒もいま

す。まずは、大きく深呼吸！どんな自分の感情もまずは自分

自身で認めてあげる！そこからスタートしてみましょう。 
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 夏休みにほとんどの部活動では３年
生が引退し、今月末には生徒会選挙も
あり、いよいよ名実ともに２年生が西
中の柱となります。その立場になって
初めて知ることもたくさんあると思い
ます。先輩方の存在の大きさに気づく
ことでしょう。わからないことや迷う
ことがあったら、すぐにきくことがで
きる今のうちに、助言・アドバイスを
いただいて、しっかりと引き継いでい
きましょう。 
 また夏休み明けに自然教室と修学旅
行の実行委員会が発足します。行事が
目白押しですが、一つ一つ丁寧に取り
組んでいきましょう。 

 年生の今 
 

２ 

 中学校最後の夏休みは、自分の進

路に向けて、学習や高校見学等に忙

しい日々だったと思います。それに

もかかわらす、８月29日(月)の夏

休み明け初日には、みんな元気そう

な顔を見せてくれました。今後は、

定期試験や合唱コンクールがありま

す。また、面接のために自己ＰＲを

考える時間もあります。中学校生活

もあと半年、一日一日を大切にして

元気に学校生活を過ごして欲しいで

す。 

 卒業式は３月８日(水)に決まりま

した。 
 

 年生の今 ３ 

 

 

任期も残りわずかになりました。責任をもって最後まで頑

張ります。９月は、新しいことにチャレンジする予定です。お

楽しみに。また、生徒集会も予定されています。体操着で良い

ので、みなさんご協力お願いします。また、子ども会議に出席

しました。今度の中央委員会で報告します。 

『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 
 

 

 

特に３年生にとっては、中学校での活動の集大成の夏の大会

になったのではないかと思われます。どうでしたか？高校野球

では、宮城県代表校が今までできなかった東北に優勝旗を持ち

帰ることができたという快挙があったと報道されていました

が、それだけでなく、監督の言葉に深く感銘を受けた大会でし

た。部活動をしている１．２年生は、３年生の思いを受け継い

でいって欲しいですね。 

部活動より 

日頃よりＰＴＡ活動に、ご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。 

夏休み突入と共に、再び感染拡大となり、充分に気を付けて自己防衛していても、感染

してしまうような状況は続いています。 

そのような中ですが、早々に前期期末試験があり、保護者の皆さんも子どもの頑張りを見守っていらっしゃると思い

ます。そこでＰＴＡ２学年委員会では、９月27日(火)に保護者向けイベント「やがて受験を迎える子どもとの関わり

方」について講演会、座談会を企画しています。色々なお話を聞きながら受験や子育てのヒントや気付きになればと思

いますので、是非ご参加下さい。感染対策をしてお待ちしています。 

 

   保健室から   

各学年や各部署からのおしらせです。 



日 曜 主 な 内 容

1 木 教育相談　　　　　　　　　　　ＰＴＡ役員会9:00

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水 前期期末試験

8 木 前期期末試験

9 金 前期期末試験

10 土

11 日

12 月 専門委員会　部活動なし

13 火 個別支援級オンライン交流会

14 水

15 木 ２年生職業講話　　　　　　ＰＴＡ実行委員会9:00

16 金

17 土

18 日

19 月 敬老の日

20 火 中央委員会

21 水 部活動なし

22 木

23 金 秋分の日

24 土

25 日

26 月 部活動なし

27 火 ＰＴＡ講演会13:30～

28 水

29 木 生徒会立会演説・選挙

30 金 英語検定〔３年生〕

　　　　  　　《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》
10月３日(月)～21日(金)教育実習期間
　　４日(火)部活動なし
　　５日(水)３年進路説明会
　　６日(木)ＰＴＡ役員会 9:00～
　　７日(金)前期終業式
　　11日(火)後期始業式
　　13日(木)専門委員会　部活動なし
　　14日(金)中央委員会
　　20日(木)ＰＴＡ実行委員会 9:00～
　　26日(水)WESTIVAL準備
　　27日(木)WESTIVAL文化祭
　　28日(金)WESTIVAL合唱コンクール

給
食
な
し

部
活
動
な
し

 

 
【飲料自動販売機   

料金値上げのお知らせ】  
 

コカ・コーラボトラーズ㈱取扱業者より、
現在の情勢からやむを得ず価格改定をせざ
るを得ない旨、案内がありました。  
 10 月１日 (土 )より次のように変更になり
ますことをご了承ください。  

 

□ 410ml 以上のペットボトル  ＋ 20 円  

□ 350ml 以下のペットボトル  ＋ 10 円  

 

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  

２日 (金 )･９日 (金 ) 

16 日 (金 )･30 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  

卒業式の日程が令和５年３月８日(水)に決まりま

した。３年生の皆さんは各行事、進路決定など精いっ

ぱい取り組んで、最高の卒業証書授与式に向かって充

実した毎日を過ごしてください。 

詳細につきましては、整い次第お知らせ致します。し

ばらくお時間をいただきます。ご了承ください。 

令和 4年度卒業証書授与式について 

 
ご注意ください  

 
デリバリー型中学校給食をご利用の各ご家庭

にお願いです。  

多くのご家庭が月ごとの一括注文をされてい

ると思われますが、月替わり目での注文が間に合

っておらずに、お弁当が届かない生徒が数名出て

います。補助食や冷凍弁当で対応はしております

が、今一度、月の替わり目には注文の状況を確認

していただけると助かります。  

今年度の土曜参観日について 

例年９月に実施しております土曜参観日ですが、現

在のコロナ感染症の状況を鑑みて、感染拡大防止の一

環として残念ではありますが実施を見送ることとし

ました。また同日に行われておりました、新体制とな

った部活動保護者会については、各部ごとに実施につ

いてお伝えいたします。 


