
 

 

 

 

 

 

生徒が褒められることが最高の喜び 
 

                    校長 続橋 正寿 

 

先日、地域の方から嬉しいお便りをいただきました。内容は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 早速、朝会でと思いましたが、コロナ禍で全校生徒が集まる場がないので、生徒向けに

お便りの内容と私の想いを記したプリントをつくり、１２月１日(水)に各学級で配付して、

生徒全員に伝えました。添えた想いは、次のとおりです。 

 「日吉台中には、困っている人がいれば、声をかけ、必要な手伝いをする。このような

行いを自然にできる人がいる。素晴しいことです。先生たちはこのお便りをいただき、み

んな大喜びです。先生たちは、自分のことを褒められるより、君たちが褒められることの

方が遥かに嬉しいです。それは、将来を担い、発展させていく君たちが心豊かに成長すれ

ば、君たちが創る未来は、温かく人に優しい社会になると思うからです。これからも自分

のできる善い行いを積み重ねて、もっともっとすてきな人になっていってください。 

 １２月４日～１０日は「人権週間」です。「人権」ということを難しく考える必要はあり

ません。人を思いやり、自分のできることをする。困っている人がいれば、声をかけるだ

けでも十分です。すてきな行いが自然にできる人がますます増えることを願っています。 

君たちは、将来、共生社会を担い、発展させていくことになります。まず、自分自身を

大切にしてください。一人ひとりが自分自身を大切にすることができれば、他の人も自分

自身を大切にしていることが理解できるはずです。簡単に言えば、自分自身を大切にする

ように周囲にいる人も大切にできる人になってください。君たちならできるはずです。期

待していますね。」 

教職員には、発達段階に応じて、わかりやすく口添えするように伝えました。ご家庭で

も話題にしていただければ幸いです。生徒たちの健全な成長を願い、学校は、保護者、地

域、関係諸機関等とさらに連携を深めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 

１２月２５日から新年６日までが冬休みです。おかげさまで日吉台中学校では、大きな

事件・事故もなく、今年が終わろうとしています。皆様のご理解と温かいご支援に改めて

感謝申し上げます。年末年始は何かとあわただしいと思いますが、健康に留意され、良い

年をお迎えください。 
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令和 3年 12月 24日 

去る１１月１７日(水)午前１１時頃、私は坂道で、乗っていた自転車が急に重くなり、押し

て歩いていました。そこで日吉台中学の学生さん１０人ぐらいとすれ違い、その際一人の学

生さんが『チェーンが外れていますよ。僕直せますから』と言われ、油まみれになりながら

直してくださいました。私は、とある場所に１１時の予約を入れていましたので、そちらの

時間が気がかりで、御礼もそこそこにお名前も聞かず、自転車が直ったことを嬉しく思い

ながら、その場所を離れました。若い学生さんに助けられ、時間が経つほど申し訳なさで

いっぱいです。本当にありがたく思っておりますし、心から感謝しております。校長先生に

お伝えしたくてペンを取らせていただきました。学生さんにくれぐれもよろしくお伝えいた

だければ幸いです。 

 



 

 

 

 
廊下を通っているととても楽しげな声が聞こえてくる

ようになりました。覗いてみると国語の授業中で百人一
首の練習を行っていました。画用紙で作った「五色百人
一首」の札の前には真剣な姿がありました。今年も新型
コロナウイルス感染予防のため、短時間、マスクの着用、
密をさけるため少人数で行っています。生徒たちの歓声
も例年よりも控えめで、感染症予防を意識して取り組ん
でいることがわかります。一日も早く感染症を意識せず過ごせる日常が戻ってくることを
願って、引き続き予防に努めていかないとならないと感じる出来事でした。 
冬休みはのんびり家族と一緒にお節やお雑煮を作ってみる、百人一首に興じるなど、日

本ならではの文化を感じてみるのもいいのではないでしょうか。 
 

 

東京遠足に行ってきました 
 どうかこのまま世の中の情勢が落ち着いていてほしいと願いながら、２学年冬の恒例行

事「東京遠足」を迎えました。興味・関心が異なる班員同士、どこに行くか、どこで食事

をするか、なかなか意見がまとまらず、行動計画表がギリギリまで完成しない班もありま

した。が、その過程で、互いの思いを聞き、譲り合うことも学べたようです。食事会計係

の人たちは班で決めた昼食場所へ電話を入れ、無事予約が取れた時には「久しぶりに緊張

した～」と晴れやかな顔をしていました。 

前日の結団式で、昨年、コロナ下での遠足を断念した現３年生の思いを引き継ぎ、台中

生としてしっかり東京の地で学んでこようと確認し合い、当日、生徒たちは元気いっぱい

電車へと乗り込んでいきました。 

今回の遠足では、「第５福竜丸展示館」か「昭和館」をチェックポイントとしてルート

に組み込み、平和について考える時間をもちました。「第５福竜丸展示館」には 3年生が

寄贈した千羽鶴が飾られているコーナーもあり、生徒たちは感動して平和への思いを新た

にしていました。その様子を目にした高齢男性が、「この展示館にはちょくちょく足を運

んでいますが、こんなに熱心に一生懸命勉強している中学生たちの姿を見ることができて

本当にうれしいです。平和の大切さをぜひ語り継いでいってほしいです」と学年職員に声

をかけてくださったそうです。 

寒さが和らいだ澄み切った青空の下、六本木、浅草、押上、月島、上野、品川等、都内各

地で生徒たちはどんな一日を過ごせたのでしょうか。今回の経験が、これから生徒たちの

中でどのように実を結んでいくか楽しみにしています。 

百人一首！ 

２年 

１年 



～ 特別な年末年始  ～ 

  そして乗り切れば・・・  
 

世の中は師走に入り慌ただしくなってきましたが、今年

の年末年始は皆さんにとっては特別なものになることでし

ょう！人間は全力で走り続けることはできません。時には

家族とゆっくりリラックスした時間も大切です。そしてメ

リハリをつけてエンジンを再スタートさせてください。そ

んな受験生を応援する全職員からのメッセージが書かれた

クリアファイルを PTA３学年委員の方々が制作してくれ

ました。壁にぶつかり悩んだ時は是非、読み返してみてく

ださい。 

９月に実施予定だった『修学旅行』が中止になり、それ

でも何とか中学校生活の思い出を一つでも多く作ってほしいと考え、卒業期特別時間割の

イベントの一つとして、劇団四季による『ライオンキング』を観劇することが決まりまし

た。今年の秋に有明に新劇場が完成し、こけら落としの公演になります。「サークル・オブ・

ライフ（生命の連環）」をテーマにアフリカのサバンナに生きるライオン・シンバの成長を

描く物語です。落ち着いてきたとはいえ、まだまだ油断できない新型コロナウイルス感染

症が気になりますが、 

「心配ないさ～！」と私は叫びたい・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  来年も皆様にとって良い年でありますように。令和４年は 1月７日（水）から始まります。 
 

 

【第 38回NHK杯全国中学校放送コンテスト アナウンス部門】 ２年 松本 菜乃香 

➡ 横浜地区代表として、令和 3年 8月 7日実施の全国大会予選会に出場。 

【令和３年度 横浜市中学校放送コンテスト アナウンス部門】 優良 ３年 岡本 薫子 

➡ 第 41回 神奈川県中学校放送コンテスト出場 

【令和３年度 横浜市中学校放送コンテスト 朗読部門】 優秀 ３年 河合 優羽 

➡ 第４１回 神奈川県中学校放送コンテスト「優良」に入賞 

３年 

【学校閉庁期間のお知らせ】 
令和３年 12月 28日（火）～令和４年 1月５日（水）は学校閉庁期間となります。

ご理解とご協力に感謝いたします。 

緊急の場合には横浜市教育委員会北部学校教育事務所（045-944-5978）へおかけ

ください。受付は 12/28と 1/4、５の３日間、８時３０分から 17時 15分となって

います。 

 

 

 

『令和３年度 第７４回 卒業証書授与式』は令和 4年３月 9日（水）

に実施いたします。参加形態や式典の内容等、詳細につきましては、社会

情勢を踏まえて今後決定いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

【放送コンテスト】 



【柔道部】港北区中学校柔道大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女子バレーボール部】 港北区大会 準優勝 

 

【野球部】 令和３年度港北区秋季中学校野球大会 優勝 

 

【男子ソフトテニス部】 団体：緑港北地区大会２位 市大会 5位（ベスト８）県大会出場 

（２年 阿部・江頭 早坂・平野 藤田・遠藤 村上・斎藤） 

 

個人：緑港北地区大会 4位 市大会 ベスト 32 県大会出場 

（2年 早坂・平野） 

 

【陸上競技部】横浜市中学秋季陸上競技大会  女子総合 優勝 

 

男子共通 200ｍ 小林 大翔    第 8位 

女子１年 100ｍ 澤田 心葉    第 6位 

女子２年 100ｍ 吉田 渚     第 7位 

女子共通 200ｍ  関 千遥     第 4位 

女子１年 800ｍ 松本 澪奈    第 2位 

女子２年 800ｍ 松本 菜乃香   第 7位 

低学年4×100mR（土肥野 まお – 澤田 心葉 - 関 千遥 – 吉田 渚） 第 4位 

女子 1年走幅跳 志村 紗希   第 1位 

 

横浜市中学校駅伝競走大会  （女子の部） 第 5位 

 

松井 優那、堀 一彩、松本 澪奈、松本 菜乃香、渡邉 茉奈 3区区間賞 松本 澪奈 

 

第 55回 神奈川県中学校総合体育大会 

第 36回 神奈川県中学校女子駅伝競走大会  

 

松本 澪奈、堀 一彩、松井 優那、小林 姫子、渡邉 茉奈  

 

第 68回 横浜市ロードレース大会 女子３年の部 堀 一彩 第 8位 

 

 

【美術部】「未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール」  

 

優秀賞  3年４組 喜多優妃 

 

                           受賞作品 👉 

１年男子の部 

優勝  成田 海斗 

準優勝 ローウェンサル ジェイデン ジュルス 

第３位 原田 宗士郎 

 

２年男子重量級の部 

優勝  宮川 佳祐 

準優勝 下里 銀河 

第３位 山田 慎 

 

２年男子軽量級の部 

準優勝 小笠原 祐人 

第３位 前泊 成那 

 

女子の部 

準優勝 望月 詩乃 

第３位 中川 佳音 

 

第 14位 


