
俺らの背中
校長 松田 哲治

慌ただしく年の瀬が過ぎ去り、すでに新たな１年が始まって十日目である。今冬は，

直近の３～４年の中では、格段に気温も低く朝晩の冷え込みも厳しく感じる。気象庁の

データを見ても、先月12月の平均気温が昨年(令和４年)は8.4℃であったが、一昨年(令

和３年)とその前年(令和２年)は8.8℃、さらにその前となると、令和元年が9.4℃、平

成30年は9.1℃と、確かにこの冬が寒いということに間違いはないようだ。

年末年始の休業中は、登校する生徒はもちろんのこと、

出勤する職員も１年間で最も少なくなる。その前後、12月

28日の夕刻と１月４日の朝、施錠忘れや異常はないか確認

するため、校舎内外の巡回を、どの学校で勤務していた頃

からだったか、ルーティンにしている。１時間弱、比較的

ゆっくりと時間をかけて見て回る。今回は、年末の巡回が

夕暮れ時で暗くなりかけていたゆえ気づかなかったが、年始の朝の明るい日差しに照ら

され、あらためて目に留まり、ちょっとうれしくなったことがある。

一つは、廊下が光っていたこと。教室や教室前の廊下は、生徒や教員が長期休業前の

大掃除でワックス掛けをしているが、Ａ棟・Ｃ棟の１階、職員玄関から職員室前までの

廊下と、被服室から生徒会室前にかけての廊下は、休業期間中に生徒や教員の活動がひ

と段落ついた時期を見計らって技術員さんが丁寧にワックスをかけている。創立以来46

年が経とうとしている本校施設は、生徒や教員の日々の清掃活動があってこそ維持され

ており、生徒たちの活動の「三本柱」に「美化」が位置づいていることもよく理解でき

る。それに加えて技術員さんの職人技だ。１階部分の木の廊下が光り輝いている。何だ

かもったいなくて、つい廊下の隅を歩いて巡回していた。

もう一つは、国語の授業で創作したのであろう、２年生のフロアに掲示されていた短

歌の作品群である。そもそも短歌とは、自身の思いの丈を「三十一文字(みそひともじ)」

の韻律にのせ自由に歌うものだ。形式や決まりごとに縛られ過ぎないものの方が、かえ

って人の心を打つことが多い。巡回ついでに一人講評会をしつつ、思わず足が止まる。

三年の歌聞き伝わるメッセージ「俺らの背中見て育てよ」と 詠み人知らず

「西中生スピリット」という名の無形のバトンが、着実にリレーされていることを肌

で感じる朝のひとコマだった。

生徒と教職員とが生活を共にしながら、日々継承されていく学び舎を守り、そして、

そこに生きる未来への息吹たちの成長を保障するのだと、今年も年初に誓うのである。

保護者・地域の皆様、「with コロナ」が続く中、本校の教育活動へのご理解・ご協力、誠に

ありがとうございます。本年も変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

日吉台西中通信
令和５年１月10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



３区合同作品展 展示発表&見学 -個別支援級- 
５組･６組の皆さんが12月14日(水)に筑公会堂に行ってきました。青葉、都筑、港北区合同作品展の展示発表・見学で、自分たち

が出品した作品や他校の生徒の作品を鑑賞してきました。展示された自分たちの作品を他校の生徒に見てもらい、また他校の生徒作

品を見ることから多くのことを学ぶことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇中学生の税についての作文 優秀賞 松浦 駿太 

〇横浜市立中学校席書大会 毛筆の部 優秀 近藤 琉花 

〇「社会を明るくする運動」標語コンクール ３年 竹村 維真 /  １年 遠藤 夏央 

〇第10回神奈川県中学校創作脚本コンテスト 優秀賞 伊藤 由真「保健安全委員会」 

優良賞 齋藤 実希「ヒナのままの私達」 

                      優良賞 川村 俐実「走渡鳥(わたりどり)」 

〇港北区美術科作品展 出品 「想いの形」３年 淺賀 菜花 / 島津 瀬里香 / 魚澤 凛 

「団結の証」２年 則末 丸子 / 菅野 結衣 / 齋藤 実希 / 小林 育 

横山 裕都 / 内藤 悠 / 伊藤 由真 

「なるほど絵文字」１年 加藤 優花 / 田原 由梨奈 / 藤賀 椋  々 / 村井 なな 

            渡邊 愛 

12月の放送集会で、表彰がありました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いよいよ待ちに待った自然教室が目

前となりました。スキーウェアやブー

ツのレンタル試着で、初めてブーツを

履くのに悪戦苦闘している様子を見

て、初日のパニックぶりが想像できま

した。しおりを読み合わせて、三日間

の過ごし方をシミュレーションできた

のではないでしょうか。スローガンの

「絆と傷無し」通り、無事に元気に帰

ってきましょう。 

 戻ってくると、２年生最後の期末試

験まで一か月足らずです。「とこと

ん」楽しんだあとは、「とことん」勉

強できるか自己調整力が試されます。 

年生の今 
 

２ 

 

 

先月16日に「寒さに負けず体つくりをしよう！」をス

ローガンに生徒集会を行いました。色別に１･２･３学年

が集まり、３種の競技で競い合いました。主催は本部でし

たが学級委員会にも協力をお願いし、生徒の皆さんも体

育祭再来のように盛り上げて？くれて、やり切ることが

出来ました。３年生と一緒の最後の集会、良い思い出で

す。 

生徒会より 

 

 

 

12月から最終下校がさらに早まり、活動時間が短くなって

います。日没も早く、思ったような活動ができないと思って

いる人たちもいるでしょう。個人・チームそれぞれの活動形

態の違いはありますが、現時点で自分たちの課題、目標をし

っかりと捉え、改善・向上に向けてのテーマをもって効率的

に取り組むことで練習時間の短さを克服してください。最後

に「ブラボー！」と言えるような取り組みをしていきましょ

う。 

部活動より 

図書室には、定期的にボランティア

さんの手により変化する「かわいい壁

画」であったり、学校司書のテーマ別

「おすすめの本」であったりと、工夫

をこらした展示が様々あります。みな

さんは、どのテーマの壁画と展示本に

興味を持ちましたか？ 

 今年もさまざまな壁画やテーマ本が

お目見えすると思います。 

オープンスペースの図 

書室をさらに活用できる 

ように、工夫していきた 

いと思います。 

図書室から   
 

 

 

１月 26 日の学校保健委員会にむけ

て、保健安全委員が毎日保健室に集ま

り、西中のみんなが健康に安全に過ご

すためにはどんなことが必要なのかを

話し合い、動画づくりをすすめてきま

した。当日に流した動画は全校のみな

さんにも紹介していく予定です。 

 ２年生の自然教室が目前です。事前

の健康観察はご家族みなさんの体調も

含めてお願いします。 

 日々の健康観察の提出がオンライン

になりました。保護者のみなさまもご

協力ありがとうございます。 

   保健室から  

 登下校での交通マナーを今一度、再

確認しましょう。道路の真ん中を歩い

たり、複数で広がって歩いたりしてい

ませんか？周りのことを考えず大声を

あげていたりしていませんか？登下校

ではないけれど、公園の利用方法もル

ールを守るなど、地域の一員としての

行動を意識していきましょう。 

また、年末年始で懐が暖かくなった

生徒もいるかと思います。生徒同士で

の金銭のやり取り等はトラブルの原因

になりますので、やめましょう。しっ

かりと金銭管理につとめましょう。 

  

生徒指導専任から  

小寒の候、ＰＴＡ会員の皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのこととお慶び申 

し上げます。 

               さて、コロナ禍で保護者同士の交流の機会が少ない状況ではありますが、昨年の９月 

には２学年委員会主催の講演会、12月にはＰＴＡ主催の学校給食試食会と進路関係資料閲覧会を開催す 

る事ができました。 

 今年度のイベントは終了してしまいましたが、来年度以降も保護者の方に興味を持っていただけるイベ 

ントを開催したいと考えておりますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 新年あけましておめでとうござい

ます。冬休みも普段と変わらず進路

に向けて自分の課題に取り組んでい

たことでしょう。今月はいよいよ、

私立高校の推薦入試が始まり、受験

もいよいよ本番になってきました。

初めてのことで、不安だらけなのか

もしれないけれど、今こそお互いの

支え合いのネットワークが必要で

す。みんな 

で、乗り越 

えていきま 

しょう。 

 年生の今 ３ 
 

 

  

 新年あけましておめでとうござい

ます。１年生も残り３か月。４月に

なれば新しい１年生が入学してきま

す。そうすると、１年生の君たちは

「先輩」です。今の君たちは胸をは

って「〇〇先輩」になれますか？ 

「十分になれる！」のであれば、そ

のまま継続をしましょう。「まだ十分

ではない」と思うのであれば、胸を

はれる「先輩」になるために何か行

動しましょう。やるなら今です。 

１年生の残りの３か月、有意義に

過ごしましょう。 

 年生の今 １ 



日 曜 主 な 内 容

9 月 成人の日

10 火 授業再開　　　　　　　　　　　教育相談

11 水 書き初め展　２年生４校時終了後下校

12 木
人権講演会(１年生)　ＰＴＡ役員会9:00
自然教室(２年生)

13 金

14 土

15 日

16 月 ２年生代休

17 火 専門委員会　部活動なし

18 水

19 木
個別合同学芸会リハ ３年５校時終了後下校
ＰＴＡ実行委員会9:00

20 金 中央委員会 個別級合同学芸会(港北公会堂)

21 土

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木 学校保健委員会15:50～

27 金 部活動なし

28 土

29 日

30 月

31 火

　　　　  　　《１月の行事予定》
　　　　　　　　　　　 　　部活動 16:45終了 17:00下校

《２月のおもな予定》
　　１日(水)小中交流会(６校時)

　　２日(木)専門委員会　部活動なし
　　　　　　ＰＴＡ役員会 9:00～
　　３日(金)中央委員会　３年生後期期末試験
　　６日(月)新入生説明会(体育館)
　　12日(日)新入生ジャージ採寸(体育館)
　　14日(火)～16日(木)１･２年生後期期末試験
　　　　　　　　　　　３年生共通選抜　特別時間割
　　　　　　　　　　　給食･カントリーキッチンなし
　　21日(火)３年生校外学習
　　22日(水)人権講演会(２･３年生)

 

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：1 月  は  

13 日 (金 )・20 日 (金 )、 25 日 (水 ) 

  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  

第４５回 卒業証書授与式 
３月８日（水）9:30 開式 

 
 卒業証書授与式の日程が決定しました。その前

に３年生は入学試験が控えています。しっかりと

力を発揮し、そして最高の卒業式に向かって充実

した毎日を過ごしてください。 

卒業証書授与式への卒業生保護者の皆様の参

列につきましては、卒業生１名に対し、保護者様

１人の参列と考えております。今後の感染状況を

踏まえ判断いたします。ご連絡まで今しばらくお

時間をいただきます。ご了承ください。 

 

 就学援助制度申し込み  

最終締切のお知らせ 
 

４月配付の「就学援助制度のお知らせ」では、追

加受付が２月末日とありますが、書類精査期間を考

慮して学校への提出期限を２月１０日（金）とさせ

ていただきます。用紙がお手元にない場合は事務室

(福島)までお申し出ください。今年度すでに申し込

まれている方は、追加の手続きはございません。 

横浜市中学校給食の推進校を 
希望しています。 

 
 横浜市中学校給食「さくらプログラム」に参加して

２年になります。給食の喫食率も１・２年生において

は約４～５割になります。また、昨年６月には中学校

給食について、一部アンケートにも協力していただき

ました。 

横浜市の施策による、令和８(2026)年度導入を目指

す市立中学校の「全員給食」の実施に向け、本校では

施行後の混乱が起こらないように、中学校給食の推進

校として準備を進めたいと考えております。 

実施に向けて、全学年、教室前配膳や備品等の整備、

課題の明確化など対応をしたいと考えております。推

進校の決定等につきしては改めて報告いたします。 


