
巣立ちの日に寄せて
校長 松田 哲治

今年も、巣立ちの日が近づいている。進路決定期を経て、新たなステージへの準備をし

ているその背中を見守れる日も残りわずかとなった。

思えば、今年の３年生は、入学式だけは生徒と教職員のみで

はあれど何とか参集・対面でできたものの、コロナ禍による臨

時休業から始まったのだ。学習課題のポスティング、課題の提

出と新たな学習課題の受け渡しのために、時間差を設けた「登

校」とは呼べないような、昇降口前で学年職員と束の間の「再
つか

会」。６月からの分散登校と短縮授業。この年は夏季休業も２

週間、８月の夏真っ盛りの時期に生徒も教員もクラクラしながら授業を続けた。…語り始

めたら切りがない。これまでに誰も経験したことがない、まさに未曽有の事態だった。

また、昨年度の同時期に出された学校だよりの巻頭では、こんなことを書いている。

欧州で新たな戦火が上がっている。自然災害ではなく、人為的な爆撃で破壊され、継承することが

できなくなった街並みをニュース映像でも目にする。そこには人々の暮らしがあり、本校の生徒たち

と同世代の少年少女が、どんな思いで日々生活しているのか、想像するに余りある。

いたずらに政治的な発言をするつもりは毛頭ない。しかし、学校は現代社会と隔絶した場所ではな

い。生徒たちの指導・支援は、まさに社会とのつながりの中にある。歴史的なだけでなく社会的な存

在として、何よりも人命を大切に考え、次世代の「人財」を守り育てる立場から、歯がゆいが、今は

一日も早く事態が収束に向かうことを願うばかりである。

あれから早くも１年。残念ながら、願いは届かぬままだ。

そんな社会状況の中、学校で学ぶことを十分に楽しめなかった一時期があるかもしれな

い。時には、それこそすべてを投げ出したくなる日や出来事もあっただろう。でも今年の

３年生は「もっている」。なぜなら、直近の３年間で、本校における二つの校外宿泊行事「自

然教室」と「修学旅行」の両方を実施できたのは、今年の３年生だけである。だからこそ

先輩たちの思いを引き継ぎながら、二つの行事を楽しく充実した三日間にできたことは、

何より誇りにすべきだ。また、コロナ禍ゆえの難しい情勢下、過去２年間で先輩たちの背

中に学び、そして「俺らの背中見て育てよ」と後輩へのメッセージを送れた合唱コンクー

ルは、歌声活動を中核とした西中スピリットの、まさに継承であった。

今回の卒業証書授与式に、在校生はまだ参列できないけれど、巣立つ背中を見送りつつ、

自分たちの力で「次代」を切り拓いていくだろう。だからこそ、３月８日(水)が、今年の

３年生にとって義務教育課程修了後の新たなステージでの飛躍を誓い、保護者の方々、

地域の皆様への感謝の思いを体現できる一日となることを、心より願っている。

１年間の

ご理解とご支援に

心より感謝…。

日吉台西中通信
令和５年２月28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



卒業遠足（鎌倉）へ行ってきました～ 
２月 21日(火)、暖かな晴天の日に３年生は鎌倉に校外学習に行ってきました。今までの寒さが嘘のような遠足日和で

した。各クラスで班を組みグループ行動で自由に鎌倉を散策しました。わらび餅を探す少年。その少年を待つ少女たち。

集合時間を気にしながら小町通りでおみやげを買ったり、お菓子を食べたり、楽しい一日でした。写真からも楽しさが

伝わってきます。３年生の楽しさを少しお裾分けしましょう。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１年生 自然教室事前学習・保護者説明会 

2月 24日(金)６校時、１年生は来年度、５月に実施する自然教室の事前学習発表会を行

いました。それぞれのクラスで発表会を行い、その代表班がプレゼンソフトを用いて学習パ

ートごとに発表しました。長野県の鳥や動物、木。特産物や産業、歴史などについてしっかり

と発表しました。長野オリンピックについての発表もありました。 

その後、保護者対象の説明会が開かれました。こちらの進行は準備委員会メンバーが緊

張しながらもテキパキと進めていました。頼もしい姿でした。 

２月の放送集会で、表彰がありました。 

詐欺防止ポスターデザインコンテスト

優秀作品賞 

市川 幸奈 / 井上 和 

 

横浜市中学校創作劇発表会 

最優秀賞「走渡鳥」 作：川村俐実  

川村 俐実 / 伊藤 由真 / 古田 敬太 

 

横浜市立中学校作文コンクール

(読書感想)  優秀賞 

冨𠮷 琥太郎 

神奈川県中学校美術展 

    優良賞 

   小椋 快 

 

人権講演会 1年生…1月12日(木)/２・３年生…２月22日(水) 実施 
今年度は「あすチャレ！ジュニア アカデミー(日本財団パラスポーツサポ

ートセンター主催)」に 講演を依頼し、障がい者理解 、共生社会について 
学びました。「 まこっちゃん」こと 馬島 誠さんからパラリンピックの映像
やお話、ゲームを交え 、「障がいがある人もない人もコミュニケーションを
大切にしながらお互いよりよい社会を作るためには」を考えました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 青学年は１月に自然教室を終えたば

かりですが、およそ２か月後には修学

旅行も控えているため、実行委員を中

心に事前準備が始まっています。 

 また、３年生が特別時間割になり、

委員会も部活動も実質２年生が長とな

り、活動しています。実際にその立場

になってみて初めて、先輩たちのすご

さに気づいているのではないでしょう

か。卒業式の予行にも２年生は参加し

ます。西中スピリッツをつないでいけ

るか真価が問われる日はもう間もなく

です。 

何事も「とことん」やり遂げた青学

年だったか顧みるときです。 

年生の今 
 

２ 

 

小中交流会では、数年ぶりに２校の６年生に本校体育館で

直接、中学生の活動を見てもらいました。「楽しかった！」と

の感想が届き、嬉しいです。次は、来年度に向け、生徒会全

体のスローガンの検討など準備を進めています。本部の発足

から４か月、チームワークも高まっています。 

 

生徒会より 

 

 中学校生活最後の３月になりま

した。受験も終わり、みんなホッ

としているように見えます。ま

た、特別時間割入り、２月21日

(火)には鎌倉に遠足に出かけてき

ました。班のみんなと古都鎌倉を

１日、歩き回り歴史を感じたり、

美味しいものを食べたりしていま

した。24日(金)には球技大会があ

り、バレーボールとドッヂボール

をして、たくさんの思い出を作り

ました。今後は卒業式の練習、職

業講話、大掃除などなど、卒業に

向けて気持ちをつくって行きま

す。 

 年生の今 ３ 

 

 

３年生が卒業すると約１ヶ月で２年生は最高学年として部

活動を引っ張る立場に、１年生は先輩として新入生の目標と

しての存在になります。部として新たな後輩を迎える準備を

しっかり進めましょう。４月には春の大会も始まります。部

員一丸となり、良い結果をめざしましょう。 

部活動より 

 みなさん、今年度は何冊の本を読み

ましたか。学校図書館にある本でも、

家にある本でもかまいません。たくさ

んの本に出会った１年であったでしょ

うか。 

 この１年間、図書室では図書ボラン

ティアさんや学校司書さん、図書委員

の企画により、本の紹介文であった

り、格言であったり、イベントに応じ

た本の紹介であったり、工夫をしてき

ました。少しでもみなさんの、記憶に

残っていればと思います。 

 来年度も、過ごしやすい図書室を目

指しがんばっていきます。ぜひ、本を

探しにきてください。 

図書室から   
 

 

 

今年度もコロナとの付き合いを考え

ながらの学校生活でした。ニュースな

どでも見ていると思いますが、来年度

からは「日常」にぐっと近づく生活に

なりそうですね。ただし、コロナウイ

ルスが急に消えるわけではありませ

ん。また、季節ごと特有のウイルスも

あります。引き続き、保健室からみな

さんが健康に安全に過ごせるように考

えていきたいと思います。 

３年生のみなさん、いよいよ卒業で

す。先月末の最後の健康教育で、保健

室からのメッセージを伝えました。 

自分の心、体も大切に 

他の人の心、体も大切に。 

   保健室から  

 今年度も残りわずかとなりました。

今年一年間を振り返った時に、自分の

行動はどうだったでしょうか。自分自

身としっかり向き合い、自分を知るこ

とはとても大切なことです。自分の良

いところやまだまだのところもひっく

るめて、自分だということを理解し、

そして自分自身を大切にしてほしいと

思います。 

 ３年生はまもなく卒業です。卒業後

は楽しい時間も待っていますが、事故

や事件、SNSトラブルに巻き込まれな

いよう、自分の行動に気を付けながら

楽しんでください。 

生徒指導専任から  

               令和４年度ＰＴＡ役員会、委員会活動も大詰めです。ＰＴＡ活動も残すところ年度末 

総会、卒業式と次年度への引継ぎとなりました。今年度の役員と委員の皆さんは、ベ 

テランの知識と技術、新任の柔軟な考えと新しい発想があり、その両輪が今年度の日 

吉台西中学校ＰＴＡの活動を素晴らしい物にしてくださいました。１学年委員の広報紙、２学年委員の研修会、３学年

委員の標準服リサイクルと卒業式の準備、校外委員の防犯パトロール、会計監査の公正な目、そして役員会の西中ＰＴ

Ａの運営はどれも素晴らしく、子育て、家事、仕事と２役も３役もこなしている保護者の皆さんにとっては、ご苦労も

多かった事と思いますが、１年を振り返ると皆さんの働きのおかげで楽しくＰＴＡ活動ができました。教職員の皆様も

ご多用中にも関わらずＰＴＡ活動へのご協力に感謝いたします。そして、何よりも生徒諸君、皆さんが存在しているか

らこそ我々ＰＴＡの存在意義も有るのです。ＰＴＡ活動をさせていただきありがとうございました。ＰＴＡ活動にご協

力を頂いた、皆様、本当にありがとうございました。心より感謝いたします。 

 

 

 

  

赤学年は２月22日(水)に大森先生

より進路の話がありました。来年度

から少しずつ自分の進路に向けて考

える時期になります。みんな一生懸

命話を聞いていましたね。まずは、み

んなが理解すること、そしてそれを

活かして進路を考えましょう。 

また、24 日(金)に自然教室の事前

学習発表会が行われました。大勢の

前で話す機会が貴重な体験となりま

したね。みんな堂々と発表していま

した。だんだん、先輩らしい風格がで

てきました。ぜひ、頼れる先輩に！ 

 年生の今 １ 



日 曜 主 な 内 容

1 水 専門委員会14:45　　　　　　　部活動なし

2 木                              部活動なし

3 金 ＰＴＡ総会15:30～

4 土

5 日

6 月 卒業式予行(午前)

7 火 午後式準備　　　　　　　　　　 部活特練

8 水 第45回卒業証書授与式 　　　　部活動なし

9 木 　　　　　　　　　   　　　　部活動なし

10 金

11 土

12 日

13 月 中央委員会16:00

14 火

15 水
授業参観日(全日)　１年生保護者会・２年生
修学旅行説明会14:45～　　　　部活動なし

16 木 ２年球技大会

17 金 １･２年百人一首大会　　　　  部活動なし

18 土

19 日

20 月 １年球技大会　　　　　　　　 部活動なし

21 火 春分の日

22 水 　　　　　　　　　　　　　　 部活動なし

23 木 大掃除　　　　　 給食なし･ｶﾝﾄﾘｰｷｯﾁﾝあり

24 金 修了式・離任式　　　　部活動再登校15:00

25 土

26 日

27 月 吹奏楽部定期演奏会

28 火

29 水

30 木

31 金

　　　　  　　《３月の行事予定》
　　　　　　　　　　　 部活動 17:45終了 18:00下校

《４月のおもな予定》
　　７日(金)着任式･始業式･入学式

　１０日(月)離任式･新入生を迎える会･教科書配付
　１１日(火)身体計測/昼食開始(学校給食あり)
　１２日(水)学級写真撮影/内科検診(３年①②,個別)
　　　　　　部活動仮入部開始
  １３日(木)歯科検診(３年,２年半分)/保護者会
　１４日(木)避難訓練・専門委員会
　１８日(月)３年生全国学力学習調査/中央委員会
　１９日(火)内科検診(３年③④)
　２０日(木)歯科検診/部活動なし
　２１日(金)教育課程説明会15:00/部活動説明会15:30
　２４日(月)朝会・認証式/教育相談～28日
　２６日(水)内科検診(２年①②)
　２７日(木)横浜市学力学習状況調査(全学年)/部活動なし

   

1･2 年授業参観 &保護者会 
３月 15日(水)、一日を通して授業参観を実施しま

す。参観の後は 14:45～15:45まで、１年生は教室で

保護者会になります。２年生は体育館で５月に実施

する修学旅行説明会になります。なお、新型コロナ

感染症の状況はおさまりつつありますが、体調不良

の場合は無理をせず来校を控えてください。 

卒業証書授与式 ３月８日（水） 

開場 ８:５０  式典開始 ９:３０ 

３年生は義務教育の締め括りの時期になりま

した。人権講演会、健康教育や校外学習。これか

ら卒業証書授与式に向けて礼法や歌の練習に取

り組んでいます。成長した姿を保護者の方々とお

祝いしたいと思います。 

春季休業・新年度について 
春休みは３月２５日（土）～４月６日（木）です。 

新年度は４月７日（金）から始まります。 

８時４０分までに登校します。新クラス名 

簿はグリーンコートで配付されます。 

上履きや提出する書類などを忘れず 

に登校しましょう。 

学校生活や学習面のお悩みでご相談がある方は、担

任はもちろんですが、生徒指導専任、特別支援コーデ

ィネーターもお話を伺います。 

生 徒 指 導 専 任   髙見澤 宏太 

特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ   森  和 彦 

１学校生活等 相談の窓口 

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：３月の相談日は  

３日 (金 ) ,10 日 (金 ) ,17 日 (金 )  

   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  


