
親知らず 子知らず
校長 松田 哲治

10月末にWESTIVAL文化祭・合唱コンクールも迫ってきたが、ここで有名な合唱曲のタイ

トルを取り上げたいわけではない。先日のPTA２学年委員会主催による講演会＆座談会「や

がて受験を迎える子どもとのかかわり方」に参加させていただいた際の、感想・感慨であ

る。だから、言葉を補いできるだけ正確に言い表すなら「親のこころを子は知らず 子のこ

ころもまた親は知らず」…といったところか。

元市立中学校長でもあった講師の方からのお話の核心は、「進路は自らの意志・責任で、自

己選択・自己決定できるようにすること。」「親心としてつい『失敗させたくない』『後悔させた

くない』という思いが強くなるが、親の思いと子の気持ちの乖離から、子への想定外のプレッ

シャーになることもある。」「子の考えや意志を認めていくこと。誰の進路なのか、誰のための

進路なのか。」「答えは相手(子)の中にある。引き出すことが大切。引き出し方

を工夫してみる。」…であると理解した。

最後は、書家で詩人の相田みつをさんの言葉「育てたように子は育つ」

を引きながら締めくくられていたが、自らの進路を自己選択・自己決定で

きる15歳に育ててこられたのか、保護者や教師自身の在り方が問われてい

る…ということなのだ。

その後の座談会、私が参加したグループでは、「ウチの子の『やる気スイッチ』がなかな

かONにならなくて」「自身の進路について自分で考え、自分で決めていくために、親はどん

なスタンスでいたらいいのでしょう!?」等々、保護者の皆さんの率直な思いや、我が子へ

の温かな愛情が感じられる発言が沢山聞かれた。上のお子さんのときの経験を披露され、

初めて我が子の進路選択を迎える保護者には、とても参考になる場面もあった。

また別の日の日曜日。「中学生の主張inかながわ」と称した県の弁論大会ないしスピーチ

コンテストに、ちょっとしたご縁があって審査に加わっていた。どれも甲乙つけがたい、

中学生として新鮮な感性や視点にあふれた内容ばかりであった。また、自身の体験を一つ

の切り口に、社会全体(国や世界)を見わたす社会性が感じられ、皆、堂々と語ることがで

きていた。

最後に講評のお鉢が回ってきたので、参加生徒たちへのエールに代えて、こんな話をし

た。「中学生としての３年間は、子どもとも大人とも言い切れない、実に中途半端な一時期であ

る。まだまだ長く生きていない分、けがれを知らず無垢な一面をもっている。そして経験値が

足らず対処の仕方が分からないがゆえに弱く、必要以上に傷つくこともある。また、妥協や折

り合いのつけ方を十分に知らない。しかし、それは強さでもあり、前に突き進む力になる。人

生において、すべてが発展途上の『中学生』を心から応援している。」

やたらと無垢で、やたらと弱くて、やたらと強い、向かうところ敵なしの中学生だ。卒

業後の自らの進路を自身の力で切り拓いていけるよう、親(保護者)も教師も、地域の皆さ
ひら

んも、みんなまとめて、いつでも応援団。西中生、よく心得て道を拓けよ。
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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



３年生にとって一区切りの夏が終わりました。後輩たちへの思いを後輩たちへ、文化部系の部長たちからです。 
① 大会やコンクール、取り組んできたことの結果など 

② 大会やコンクールなどに向けて取り組んできたこと(練習、製作)や活動の様子 

③ 引退した（これからする）今、現在の気持ち 

吹 奏 楽 部 

部長：工藤 千尋 

①夏休み中に行われた横浜市吹奏楽コンクールで銀賞をいただきました。県大会を目標にしていた私たちにと 

っては悔しい結果でしたが、２・３年生の中では昨年よりも楽しく演奏ができたという声が聞けたので嬉し 

かったです。 

②基礎練習から合奏まで、日々の練習を大切に活動してきました。しかし、コンクール前は体調が悪くなる部 

員が何人かいて、なかなか全員が揃った状態での練習ができずにいて不安なこともたくさんありました。し 

かし、そのような中でもよい演奏ができるよう、個人でできることを一生懸命取り組んだ部員みんなの姿勢 

は、部全体の団結につながったのではないかと思います。 

③コンクールは「部員全員で演奏できなかった。」というのが唯一の心残りです。今は仮引退の状態なので、復 

帰後に全員で演奏することを楽しみにしています。 

④みんなは常に元気いっぱいで一緒にいて本当に楽しいです。是非その良さを演奏に活かしてください。また、 
３年生が仮引退から戻ってきたときには、あたたかく迎え入れてくれると嬉しいです。みんなで演奏できる 

機会は残り数回しかないけど、一緒にがんばろうね。 

茶 道 部 

部長：飛鳥井 基陽 

①茶道部では大会はなく、「夏茶会」という大きな発表会があります。３年生はこの会を終えて引退します。「夏 
茶会」は以前に比べて規模も小さくなり、部員も減少した中での取組になりましたが、部員一同が協力して 
成功することができました。 

②発表する部員たちは「夏茶会」に向けて練習に一層、集中して取り組み、発表をしない部員たちも「夏茶会」 
での仕事(役割担当)ができるよう部員一同、熱心に取り組みました。 

③後輩部員たちは、自分よりしっかりしているので心配することはありません。おかげで自分のやるべきこと 
に集中して取り組むことができます。 

④１年生・２年生、皆で協力して部活動を楽しんでください。頑張れ！ 

演 劇 部 

部長：川村 実由 

①演劇部は、昨年の12月と今年の７月に地区大会がありました。どちらの大会も最優秀賞はとることはできま 
せんでしたが、優秀賞という結果を残すことができました。 

②皆で一つの舞台をつくるために、役者、音響、照明、衣装、小道具、大道具のそれぞれの担当が、自分の役 
目に一生懸命取り組んでいました。 

③県大会に行くことができなかった悔いはあるけれども、その事よりも最後の劇をこのメンバーでつくること 
ができてとても嬉しく、楽しかったです。３年間、あっという間だったけど、その中で色々なことを経験す 
ることができました。改めて演劇部に入って、そして、部員の皆と部活動ができてよかったです。磯山先生、 
影澤先生、大下先生ありがとうございました。 

④活動をしていく中で楽しいことだけではなく、不安な事や悩むことがあると思います。でも仲間がたくさん 
いるから大丈夫。皆で助け合って、高め合って、素敵な劇、部活をつくっていってください。 

美 術 部 

部長： 

久保田 ソフィー 葵 

①大会もコンクールもありませんでしたが、日吉台西中学校にとっても、私たち美術部にとっても大切な作品 
を完成させることができました。部員の皆が集中して取り組んでいたので、私たち３年生が卒業する前に何 
とか間に合うことができました。 

②上に書いた作品を、本当に長い時間を費やして作りました。多くの部員が、道具を使って作業をしていると 
きにケガをしてしまって大変でした。それでも絆創膏を巻いて作業を続け、いつもはにぎやかな美術部なの 
ですが、この時ばかりは黙々と魂込めて作業に集中していました。 

③「早いなぁ」と思います。しかし、悲しい、さみしいというよりも最後まで部活に行けて良かった。頑張れ 
てよかったという気持ちです。しかし、心配事も多く、不安に思うこともあります。後輩の皆には頑張って 
ほしいなと思います。 

④やはり美術部伝統の「横断幕!!」来年も今年に負けないぐらいかっこいいものを作ってください。美術部と 
いえば｢個性｣｢自由｣です。しかし、｢自由｣すぎるが故にゆるいなぁと思うところもあります。 
それも全部次の部長に任せます。頑張って!!目指せ！無断欠席なし!!! 

夏休み明けに表彰がありました。新チームになった部活動の表彰もありました。これからもがんばりましょう！ 

〇港北区春季バドミントン大会 女子ダブルス 

準優勝 藤岡 歩実・前田 葵/第３位 髙田 初花・水野 芽桜 

〇港北区夏季バドミントン大会 女子ダブルス 優 勝 藤岡 歩実・前田 葵 

〇横浜市中学校総合体育大会 水泳の部 女子50ｍ自由形 優 勝 松波 海凪 

〇神奈川県中学校総合体育大会 水泳の部 女子50ｍ自由形 準優勝 松波 海凪 

〇第46 回関東中学校水泳競技大会茨城大会 女子50ｍ自由形 出場 松波 海凪 

〇港北区中学校水泳競技大会 

３年50ｍバタフライ 第２位 斎藤 大樹 /３年100ｍ背泳ぎ  第３位 竹村 維真 

〇港北区ソフトテニス大会  準優勝 草生 裕貴・森本 耀太 ペア 

〇港北区ソフトテニス大会  第３位 龍門 咲冬・丸山結 衣 ペア 

〇横浜市中学校演劇発表会 優秀賞「黄昏時 夕日の差し込む教室で。」 

〇横浜市英語スピーチコンテスト出場 壱岐 鷹亮 

日吉台西中“後輩たちへ”～文化部～ 

バドミントン部 

水泳部 

演劇部 

男子 ソフトテニス部 女子 英語スピーチ 



 

 

  

今月、29日（木）には、生徒会立

会演説・選挙が行われます。１年生

から３名の立候補者が出ました。７

月から立候補者の受付が始まり、夏

休みの期間に、選挙広報原稿、政見

放送原稿、立会演説会原稿など様々

な原稿を担任とチェックを繰り返

していました。立候補者にとって、

とても大事な選挙です。立候補者の

声や活動に耳を傾け、積極的に参加

してほしいです。また、選挙管理委

員会もこの選挙に責任感をもって

取り組んでいます。みんなで選挙活

動を盛り上げていきましょう。 

 年生の今 

 

 

 

学校も後期に入ろうとしており、部活動においても代替わ

りがおこなわれ、２年生、１年生が部活動を意気揚々と引き

継いだものと思われます。一部の部活動では、まだ３年生が

残り文化祭に向けた更なる取り組みが続いているでしょう。

いずれにせよ日頃の学習と部活動の両立は大変な事が多いで

しょうが、その頑張りは決して無駄にはなりません。秋に向

けて食欲も含めて自分を見つめられる時期になりますね。 

 

 

 

 
 残暑厳しいおりですが、秋のさわ

やかな風に秋の訪れを感じる季節と

なりました。 

 前期も終わりになり、いよいよ後

期が始まりましたね。委員会も新し

いメンバーでがんばっているところ

です。 

貸出手続き等で、少し時間がかか

るところがあるかもしれませんが、

図書委員を温かい心で見守っていた

だければと思います。 

 新刊も入りました。ぜひ遊びにき

てください。お待ちしています。 

秋の気配も感じられ、日も徐々に短

くなり、10 月からは下校時間が 17 時

30分となります。帰宅後の時間の使い

方も余裕が出てくるかもしれません。 

今、市内の中学校ではＳＮＳに関係

するトラブルが増えています。それぞ

れの家庭でも、スマホやインターネッ

トの使い方に 

ついて、もう 

一度、約束事 

の確認をお願 

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前期最終の保健安全委員会が行わ

れました。幅広い活動をしています

が、活動の１つにハンドソープの補

充があります。「こまめに補充しなく

てはいけないことが大変だったが、

それだけみんなが手洗いをしてくれ

ているということだ」とコロナ禍に

おいて重要な活動だったと委員が振

り返っていました。 

後期にはさまざまな行事が予定さ

れています。保健安全委員会を中心

に全校で感染対策をしながら充実さ

せていきましょう。 

１ 
 

 

 

９月15日（木）５，６校時に職業講

話を行いました。８つの職種の講師の

方々にご協力いただき、「働くこと」「仕

事について」を、より深く考えること

ができたのではないでしょうか。 

１年生で自分の長所・短所を知るこ

とから始まったキャリア学習でした

が、このように現場の声をお聞きする

ことが、何よりも将来を前向きに考え

るきっかけになったようです。机上で

学ぶだけでは得ることのできない「経

験」の大切さを感じました。新型コロ

ナ感染症対策の制約下ではあります

が、少しでも多くの「経験」をしてい

きましょう。 

 年生の今 
 

２ 

 

 

先日の生徒集会では、全校生徒が楽しんで踊っている姿が

とても良かったです。委員長さん、歌声委員さんもありがと

うございました。10月３日(月)から、西中三本柱「挨拶」の

運動を全校生徒で行います。みなさん、気持ちの良い挨拶を

しましょう。 

『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 

 

 ９月22日(金)にグランドで久

しぶりに生徒集会を実施すること

ができました。生徒会、各専門委

員長が下級生に向けて、しっかり

と日ごろの活動を報告することが

できました。また、合唱コンクー

ルの発表順を決める抽選会があ

り、２組→１組→３組→４組の順

で行われることになりました。こ

れから10月末の本番まで、各ク

ラスで合唱の練習が始まります。 

合唱コンクールを通して、自分

自身で、また一つ成長し、下級生

に「これぞ３年生！」という姿を

見せてください。 

 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  

日頃よりＰＴＡ活動に、ご理解とご協力を頂きありがとうございます。 

夏休みが明け、学校が始まり１ヶ月が過ぎ、徐々に学校生活のリズムを取り戻して 

いるころかと思います。今月は 文化祭・合唱 

コンクールが開催予定ですね。私事ですが、中学校の合唱コンクールで歌った曲と同じ 

曲を我が子が歌っていると「一生懸命練習したな。」と当時を思い出し、懐かしく、気が 

付くと一緒に歌ってしまいます。 

生徒の皆さんには、大人になっても心に残るような素敵な思い出にして頂けたらと 

思います。きれいな歌声が響き渡りますように。 



日 曜 主 な 内 容

1 土

2 日

3 月 教育実習期間

4 火 部活動なし

5 水 ３年進路説明会15:00

6 木 ＰＴＡ役員会9:00～

7 金 前期終業式

8 土

9 日

10 月 スポーツの日

11 火 後期始業式

12 水

13 木 専門委員会　部活動なし

14 金 中央委員会

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水

20 木 ＰＴＡ実行委員会9:00～

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水 WESTIVAL準備(午後)　図書ボランティア

27 木 WESTIVAL文化祭･合唱コンクール

28 金 部活動なし

29 土

30 日

31 月

11/1 火

2 水 ３年進路面談

3 水 文化の日

　　　　  　　《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》
11月２日(水)～８日(火)３年進路面談
　　10日(木)ＰＴＡ役員会
　　11日(金)学校運営協議会〔下田小学校〕
　　13日(日)～16日(水)テスト前部活動なし
　　15日(火)３年後期中間試験　３年昼食なし
　　16日(水)～17日(木)全学年後期中間試験　昼食なし
　　17日(木)標準服リサイクル販売　ＰＴＡ実行委員会
　　18日(金)専門委員会　部活動なし
　　21日(月)部活動なし
　　22日(火)部活動なし
　　24日(火)中央委員会　図書ボランティア10:00～

  

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  

7 日 (金 )、 14 日 (金 )、 21 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  

 
WESTIVAL 文化祭･合唱コンクール  

 
先日、お便りいたしましたが、 WESTIVAL 文化

祭・合唱コンクールの実施についてお知らせいた
します。 10 月 27 日 (木 )･28 日 (金 )を開催予定と
していましたが 、新型コロナ感染症の感染リスク
を少しでも下げるため開催方法を変更 いたしま
した。 27 日 (木 )の一日開催となります。併せま
して保護者の参観も実施しないことをお知らせ
いたします。ご理解ください。  

 教育実習生紹介  
 10月３日(月)から 21日(金)まで、秋期の教育実習
期間となります。日吉台西中を卒業し、学校の先生を
目指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。 

○中井 隼大 先生 
      社  会 / １年３組 
○福島 佳帆 先生 

      保健体育 / ３年３組 

本校における学びの 

機会保障の手立てについて 
 先日のお便りでも触れましたが、横浜市教育委員会
が様々な事情で一定期間授業が受けられない生徒が、
一人ひとりの児童生徒が必要に応じて学ぶ方法を選べ
る取組、「横浜どこでもスタディ」を準備しています。 
本校ではこれまでも様々な事情で登校できない生徒

やご家庭に寄り添い、個に応じた対応を行ってまいり
ましたが、一人一台端末の有効利用などを考え、Google 
Meetでの配信(試行)や Classroomに学習プリントをア
ップして配付するなど、生徒やご家庭と相談、調整し
実施いたします。 
遠慮なく学級担任にご相談ください。その上で学校

で対応できること、難しいことなどについてはご説明
いたします。 

 
中学校給食 Instagram の開設  

 
保護 者世代を中心 に広く中 学校給食の情 報を発

信し、食に 関する理解 を深め ていただく機 会として

公式 Instagram を開設い たしました。  

次の ｱｶｳﾝﾄよりご覧 ください  

ｱｶｳﾝﾄ ＠schoollunch_yokohama_official 


