
君らの背中
校長 松田 哲治

３年生は、本格的な進路決定期。出願やら、推薦入試の面接やら、慌ただしい様子で

ある。合格発表を経て無事、次のステージへの切符を手にした者が徐々に出始める時期

でもあるが、まだ多くは、夜や週末も感染しないようこれまで以上に神経をつかいなが

ら塾に行ったり、自宅で直前のまとめに精を出したりと、気ぜわしい日々を送っている。

そんな「俺らの背中」を見ながら、２年生が着実に「育っているなぁ…」と感じて帰っ

てきた。１月12日(木)～14日(土)の自然教室(スキー＠白樺高原)でのことである

コロナ禍と呼ばれるようになって丸々３年が経とうとしてい

る。今年の２年生は、昨年度や一昨年度の、自然教室や修学旅

行等校外宿泊行事の延期や中止の様子をふまえ、はじめから実

施時期も行き先も例年とは大幅に変更して計画していた。とは

いえ、校外での「集団生活を通して、友人と協力する姿勢や信

頼関係の大切さを学ぶ」という大きな目的は同じである。ただ、

コロナへの知見が広まったり、ワクチン接種が進んだり情勢に改善は見られるものの、

今年の１月になっても、従来とほぼ同様の感染対策に気遣わねばならながったことに加

え、インフルエンザも気にしなければならなかったことは、致し方ないとはいえ、引率

する教員にとっては若干想定を上回る気苦労であったが…。

横浜市立中学校でスキー教室に行く学校は、一時期に比べると数は減ってきている。

だが、スキー初心者の多い今年度の２年生にしてみれば多少の不安はあるものの、バス

の中からホテル付近の一面の雪景色を目にした途端、中学校に入学後、初めての宿泊行

事に何よりも心躍ったことだろう。そして迎えた初日の午後、レンタルしたウェアに身

を包み、初めてスキーブーツのバックルを締め、板のビンディングのセットに苦労しな

がら、およそ「滑走」とは言い難い時間を過ごした半日に、辟易としてしまったかも知

れない。ところが、インストラクター諸氏のご指導もあり、最終日の三日目には、全員

が何度もリフトで上まで行き、カーブしたシュプールを描きながら滑り下りて来ていた。

着実な上達や成長が実感できることも、スキー教室の面白いところである。

また、食事の時のこと。コロナ対策として、生徒たちは対面ではなく、普段の教室と

同様、皆が一方向を向いて食べるようにテーブルと椅子がセットされていた。教員席は

生徒たちの後方。おのずと生徒たちの背中を眺めながら食事をすることに…。ふと、１

年時の遠足のことを思い出した。あの時は、雨天プログラムで箱根にバスで出かけた。

お昼は体育館で150人が一方向向いて黙食だった。教職員は、その後方で同じく黙食。

小さかった「君らの背中」は、この２年弱の間に、ずいぶん大きくなっていた。

３年生の巣立ちのときが近づいている。２年生は、１年生に、そして４月に入ってく

る新入生に、からだの成長とともに、こころも大きくなって、「背中で語れる」最上級

生を志すのだ。

日吉台西中通信
令和５年１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



昨年の９月から練習に取り組んできました。当初は太鼓のリズムも

バラバラで発表会に間に合うか心配でした。練習をビデオに撮り、

繰り返し練習しました。素晴らしい演奏でした。 

 

 自然教室（スキー教室）行ってきました～ 
２年生は１月 12 日(木)～14 日(土)まで長野県茅野市、白樺高原スキー場にスキー実習に行ってきました。天候にも恵まれ３日間

のゲレンデ講習で、初心者の人たちも頑張って上達しました。夜はホテルで、実行委員企画のクイズ大会で盛り上がったそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２年生は、１月 12日から２泊３日で長野県の白樺高原にスキー実習 
に行ってきました。３日間天候にも恵まれ、初日と３日目は約３時間

ずつ、２日目は約６時間のレッスンを無事に終えることができました。最初は、スキー板を履くのにも時間がかかったり、転
んでばかりだったりで、心が折れそうになる人もいました。しかし、皆で声をかけあい、最終日には、全員がリフトに乗って
上から滑ってこられるようになりました。また、夜のレクでは、事前学習で調べたクイズを出し合い、クラスの垣根を越えて
楽しむことができました。スローガンの「絆と傷無（きずなときずな）」に込められた意味の通り、仲間と絆を深め、大きなケ
ガなく帰ってくることができました。 
自然教室で学んだ経験を活かし、これからの学校生活の中でも、お互いが支えあい、協力して様々な課題に打ち勝っていっ

てほしいと思います。 

２年２組 小笠原 日和さん 
今年の自然教室では、「絆と傷無」という目標で３日間を過ごしました。自然教室実行委員会では、自然教室の準備に

ついてや、当日の役割分担について話し合い、自然教室をより良いものにしていくために活動しました。 
当日のスキー実習では、インストラクターの方に教わり、段々と上達していくスキーの面白さや、仲間たちと滑る楽

しさがとても印象に残りました。また、仲間が転倒してしまった際、手を貸したり、「大丈夫？」と声をかけている姿を
見て、仲間との絆が深まっているように感じました。 
３日間とも安全にスキー実習に取り組めていました。そして、行く前から準備して作っていたクイズを出し合った、

「クラス対抗クイズ大会」では、一問一問とても盛り上がり、司会を務めていた実行委員として喜ばしい瞬間でした。
３日間、天候にも恵まれ、みんなの輝いている笑顔、きれいな雪景色とともに２年生の集大成ともいえる、この行事は
幕を閉じました。「絆と傷無」も全員、達成できていたように思います。２年生は、あと数ヶ月程ですが、自然教室で学
び、深められたことを、３年生になっても学校生活で活かしていきたいです。 

港北区中学校合同学芸会 
和太鼓「祝

いわ

いうち」「走
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」   
１月20日(金） 港北公会堂    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1月12日(木)～14日(土)、自然教室として

長野県の白樺高原に行ってきました。コロナ禍

で小学校の修学旅行に行くことができなかった

２年生にとって、まさに「待ちに待った」宿泊

行事でした。１年前のＰＡＡは土砂降りだった

ので天候を心配しましたが、二日間は春のよう

に暖かく、初心者にとって非常に恵まれまし

た。なかなか思うようにいかず、心が折れかか

った人もいましたが、仲間が声をかけて、最終

日には全員リフトに乗って滑り降りることがき

ました。「逃げずに取り組めば、結果がついて

くる」ということを体感できたのではないでし

ょうか。事後学習で思い出を短歌で表し、３階

ホールに展示しています。 

 一方、２年生最後の定期テストも目前に控え

ています。切り替えていきましょう。 

  

年生の今 
 

２ 

 教室の中には、推薦入試で既に

合格をもらってほっとしている人

もいますし、一般入試や公立の入

試に向けて不安を感じながら勉強

している人もいます。今こそ、み

んなで心を支えながら、この難局

を乗り越えていきたいですね。 

教室にはクラスみんなで作った

楽しい卒業までの日めくりカレン

ダーがあります。１枚めくられる

ごとに学校生活があとわずかに 

なっていきま 

す。仲間との 

つながを大切 

にして過ごし 

ていきましょう。 

 年生の今 ３ 

 

 

２月になると総下校の時間も遅くなります。これから
春・夏にかけて徐々に部活動に費やせる時間が延びてきま
すが、皆さんは時間のマネジメントは上手にできています
か？ 
「やりたいこと」「やらなければならないこと」次々と出
てきます。切り替えを早くし、時間を有効に使うように心
がけましょう。部活動の準備や練習メニューの変わり目に
おしゃべりをしながらゆる～く動いていませんか？ 

部活動より 

 

 

１月に入った頃から、胃腸炎の症状

やインフルエンザでのお休みが増えて

います。１月下旬には学級閉鎖の措置

もとりました。 

コロナの予防と同じように、これら

にも手洗いと換気が有効な予防法で

す。（ただし、ノロウイルス等にはアル

コールでの消毒ではなく、次亜塩素酸

ナトリウムでの消毒が有効です。） 

また、各教室にＣＯ２モニターが設

置されました。換気の様子が目に見え

る形となり、より一層効果的な換気が

できそうです。 

 

   保健室から  

 ２月は最終下校時間が17時30分に

なり、１月よりも30分遅くなります。

少しずつ日が長くなりますが、引き続

き登下校時の安全に気を付けましょ

う。合わせて登下校時の交通ルールや

マナーをしっかり守り、地域の方に迷

惑をかけないよう、しっかりとした行

動を期待します。 

 定期テストや入試など学習に力を入

れる時期になりますが、自分自身の心

と体の健康を第一に 

考え、生活していき 

ましょう。 

生徒指導専任から  

               早いもので年度末が近づいてきました。ＰＴＡ役員会では年度末総会、卒業式等の準 

備が始まっています。今年度を円滑に締め括る事ができるよう、学校と生徒たちのサポ 

ートに努めていたいと思います。 

さて、ＰＴＡ校外委員会では、今年度最後の校外放課後パトロールを２月22日(水)17:30より開始 

いたします。パトロールでは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認します。 

不審者情報が度々配信されておりますが、定期的なパトロールの巡回は地域の防犯にも貢献していま 

す。詳細は後日の配信メールでお伝えいたします。保護者の皆様のご参加を是非お待ちしています！ 

 

 
  

 現１年生は、令和５年５月24日～

26日の３日間、自然教室に行きます。 

 昨年の11月から自然教室準備委員

会を立ち上げ、事前学習が始まって

います。１年生は総合の時間を使っ

て、各自で事前学習の内容を調べ、班

で一つの発表を行います。１月にク

ラス内発表会を行い、クラス代表を

決定します。２月24日（金）の総合

でクラス代表に選 

ばれた４つの班が 

体育館で発表会を 

行います。どんな 

発表になるか楽し 

みですね。 

 

 年生の今 １ 

 

 

生徒会主催行事のひとつ、２月２日(木)「小中交流会」

があります。来年度私たちの仲間になる小学校６年生の

皆さんが、西中へ入学することを心待ちにしてくれるよ

う、本部役員をはじめ、委員会、部活動のメンバーも企画

を考え、練習しています。短い時間ですが、ぎゅっと内容

の濃い発表ができるよう、準備を整えがんばります。小学

生の皆さん、楽しみにしていてくださいね。 

 

生徒会より 

 

２月に入り、気温がぐっと下がって
きましたね。お家での時間をどのよう
に過ごしているでしょうか。 
 今年に入り、図書室の机の位置が変
わっているのに気づいていただけたで
しょうか。来年度にむけて、少しずつ
整備しているところです。 
 オープンスペースになったところ
は、自由に使用してください。ただ
し、手洗い・消毒は引き続きよろしく
お願いします。 

 新聞も毎日、図 
書委員長さんが整 
理してくれていま 
す。気になる記事 
があれば、ぜひみ 
てください。 

 

図書室から   
 



日 曜 主 な 内 容

1 水 専門委員会　部活動なし

2 木 小中交流会(５校時)　ＰＴＡ役員会9:00～

3 金 ３年生後期期末試験　中央委員会

4 土

5 日

6 月 新入生説明会15:00

7 火 部活動なし

8 水

9 木 部活動なし

10 金 ３年生３校時下校

11 土 部活動なし〇

12 日 新入生ｼﾞｬｰｼﾞ･上履き等採寸(体育館)

13 月

14 火
１･２年生後期期末試験
３年生共通選抜(学力検査･特色検査)
３年生特別時間割（～３/８まで）

15 水
１･２年生後期期末試験
３年生共通選抜(面接･特色検査)

16 木
１･２年生後期期末試験
３年生共通選抜(面接･特色検査)

17 金 ３年生共通選抜(面接･特色検査)

18 土

19 日

20 月 ＰＴＡ実行委員会9:00

21 火 ３年生校外学習(鎌倉方面)

22 水 人権講演会(３･２年生) 校外ﾊﾟﾄﾛｰﾙ17:30～

23 木 天皇誕生日

24 金 １年生自然教室説明会15:45～

25 土 西町会子ども会

26 日

27 月 部活動なし

28 火

1 水 専門委員会　部活動なし

2 木 中央委員会　部活動なし

3 金 ＰＴＡ総会15:30～　部活動なし

　　　　  　　《２月の行事予定》
　　　　　　　　　　　 　　部活動 17:15　終了 17:30下校

《３月のおもな予定》
　　１日(水)専門委員会14:45～　部活動なし

　　２日(木)中央委員会16:00～　部活動なし
　　３日(金)ＰＴＡ総会15:30～　部活動なし
　　６日(月)卒業式予行(２年生参加)
　　８日(水)第45回卒業証書授与式
　　９日(木)部活動なし
　　15日(水)保護者会14:45～15:45　全日参観可
　　16日(木)２年生球技大会
　　17日(金)１･２年生百人一首大会　部活動なし
　　20日(月)１年生球技大会　部活動なし
　　23日(木)大掃除･ＷＡＸ
　　24日(金)修了式･離任式　部活動再登校15:00

 

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：２月  は  

２日 (木 )・ 10 日 (金 )、 17 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  

 
≪３年生≫ 

後期期末試験   ３日(金)･昼食あり 

３年生感染症予防のため 
４校時終了後下校･昼食なし 2 月６日(月)～ 

卒業期特別時間割   14 日(火)～ 
 

≪１・２年生≫ 
後期期末試験  14 日(火)～16 日(木) 

 

３年生は、私立一般入試が始まる前に期末試験

があります。公立共通選抜の学力検査と同様に昼

食をとり、午後もテストを行います。公立共通選

抜試験後は、卒業に向けて、特別な時程・特別な

内容で学校生活を過ごします。中学校生活の総仕

上げの大切な期間です。充実した時間を過ごして

ください。 

１・２年生は、学年の最後の定期試験がありま

す。普段の学習の成果を発揮できるように準備を

し、計画的に取り組みましょう。 

 

横浜市立学校総合文化祭

 

 

「中学校書写展」１月 18日～22日

 

 

横浜市民ギャラリー 出展・展示 

３年 八瀨尾 友理 

港北区中学校書写展 出展・展示 

３年 八瀨尾 友理 ２年 渡邉 陽向 １年 香西 理葉 

校内書初め展 金賞 

１年 近藤 琉花 ・ 田原 由梨奈 


