
学びと育ちの場を創る
校長 松田 哲治

新型コロナウィルス感染症終息がなかなか見通せぬ中、これまでに誰も経験したこと

がない異例づくめの１年が過ぎ、それでも、今日から新年度のスタートです。

まずは３年生・２年生の皆さん、進級おめでとうございます。そして、新１年生の皆

さん、入学おめでとうございます。保護者の皆様、お子様の進級・入学を心よりお祝い

申し上げます。本日、152名の新入生を迎え、全校生徒数440名(１学年４学級、２学年

４学級、３学年４学級、個別支援学級２学級)で、令和３年度が始まります。

明日の社会を支える存在である一人一人の本校生徒にとって、日吉台西中学校をより

良い学びの場・成長の場とするために、本校教職員とともに全力で生徒たちの学校生活

を支えていきます。

この１年間は、感染拡大防止のための手立ては継続して講じつつ、通常の学校生活、

通常の教育活動にどれだけ近づけていけるかということが、一つの大きな課題になると

考えております。保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力を賜りたく、あらためて

お願い申し上げます。

ところで、今年度から新学習指導要領が全

面実施となります。それにともなう教育課程

の見直しと必要な再編成を行い、本校が「目

指す生徒の姿」や「育てたい生徒の資質・能

力」について、学校教育目標等とともに日吉

台西中学校グランドデザインとしてまとめま

した(右図)。詳細は教育課程説明会等で…。

新学習指導要領では、生徒の資質・能力を

育成していくために「社会に開かれた教育課

程」の実現が求められています。社会のつな

がりの中で学ぶことで、生徒たちは、自分の

力で人生や社会をよりよくできるという実感

を持つことができます。このことは、変化の

激しい社会において、生徒たちが困難を乗り

越え、未来に向けて進む希望や力になります。

そのため、これからの学校には、よりよい

学校教育を通じてよりよい社会を創るという

目標を、学校と社会とが共有するとともに、

地域・社会と連携・協働した教育活動を充実

させることがますます求められます。保護者

及び地域の皆様には、今年度も変わらぬお力

添えを重ねてお願い申し上げます。

日吉台西中通信
令和３年４月７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



令和３年度の教職員を紹介いたします 

よろしくお願いします !! 

校 長 松田 哲治   副校長 塚田  剛〈東山田中学校より〉 

 

教務主任 森田 雅之  生徒指導専任 瀧    典之  進路指導主任 荒川 哲良 

 １ 年 ２ 年 ３ 年 

学年主任
 

磯山 るみ(国語) 小畠 秀行(理科) 内山亜矢子(英語)
 

１組 古池 侑磨(理科) 佐藤 香太(英語) 天野慎太郎(社会)
 

２組 
佐藤由美子(家庭) 

<茅ケ崎中学校より > 
横井 賢吾(理科) 松本 優希(数学) 

３組 
髙見澤宏太(保健体育) 

〈鴨志田中学校より〉  
河内 姫歌(社会) 児玉 章吾(数学)

 

４組 荒井希代香(数学) 
伊藤さやか(保健体育) 

<すすき野中学校より> 
 森重  淳(国語) 

５組・６組 森   和彦(美術)       関口 智子(保健体育) 

副担任等 

 

安田 輝美(英語) 

<荏田南中学校より > 

 

瀧  典 之(社会) 

 

鈴木  南(音楽) 

 

森田 雅之(国語) 

 

荒川 哲良(技術) 

 

影澤 理恵(美術) 

〈大綱中学校より〉 

 

西尾かをる(国語) 

 

〔養護教諭〕  小室 順子〈みたけ台中学校より〉 

 

〔学校事務〕  福島那美子 

 

〔学校用務員〕 渡部  誠，栗田 マキ〈万騎が原中学校より〉 

 

〔ＡＥＴ〕   Michael Steppler (マイケル ステップラー) 
 

〔学校司書〕  渡辺ネウザ 

 

〔職員室アシスタント〕  山中由起子，石井由美子 

 

〔スクールカウンセラー〕 天野 昭子 



今年度の学校行事について 
～ 特に校外での宿泊を伴う行事に対する考え方  ～ 

 

昨年度は、いわゆる「コロナ禍」により本校の年間行事予定も修正・調整を加えたものも

多くありました。中でも、修学旅行や自然教室といった校外での宿泊を伴う行事については、

当時の新型コロナウイスル感染症にかかる情勢及び寝食を共にすることのリスクの高さから、

実施を見送らざるを得ませんでした。 

４月現在、コロナが終息したとは言えない状況ではありますが、これまでに感染症に関し

て少しずつ様々なことが解明され、また、ワクチンも開発されて徐々に接種も進んできてい

るところです。 

そこで今年度は、１年間の学校生活の中でも学年全体や学校全体に関わる主だった行事に

ついて、感染拡大防止のための手立てを十分に講じつつ、教育活動としての目的等を踏まえ

て基本的には予定通り実施する方向で考えています。生徒たちにとっては、中学校生活の中

でも、日常の授業以外における大切な学びと育ちの場面であることを考慮した上での、現時

点における判断です。ただし、今後の国内の感染状況の変化等によっては、それぞれの行事

について、その都度、再検討し、あらためて種々判断をせざるを得ないことがあることをご

理解ください。 

 

(1) WESTIVAL 体育の部について 

《実施予定日》 

５月 29 日(土)  

 

(2) 自然教室(２年) 

《実施予定日》 

６月８日(火)～６月 10 日(10) 方面：野辺山 

 

(3) 修学旅行(３年) 

《実施予定日》 

６月 14 日(月)～６月 16 日(水) 方面：広島・京都 

 

(4) 遠足(１年) 

《実施予定日》 

６月 16 日(水) 方面：足柄 

 

(5) WESTIVAL 文化の部について 

《実施予定日》 

９  月 30 日(木) コース別学習発表 

10 月 28 日(木) 合唱コンクール 

10 月 29 日(金) 実行委員会企画，文化部発表等 



日 曜 主な内容

1 木

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水
着任式・始業式　第４５回入学式
部活再登校１５：００～

8 木
2,3年９：００登校　１年１０：００登校
離任式・新入生を迎える会・2,3年教科書配布

9 金 身体測定（３年→２年→１年）

10 土

11 日

12 月 学級写真撮影 昼食開始 部活動仮入部開始

13 火 避難訓練　専門委員会　部活なし

14 水 １年内科検診

15 木 歯科検診（3年・１年１２組・５６組）　保護者会

16 金 中央委員会

17 土

18 日

19 月

20 火 部活なし　　　　　                 PTA臨時役員会

21 水
教育課程説明会（１５：００）
部活動説明会（１５：４５）
　　　　　　　　　  　　PTA合同委員会（１３：００）

22 木 歯科検診（２年・１年３４組）

23 金 認証式 教育相談（家庭訪問） 部活動本入部開始

24 土

25 日

26 月 教育相談（家庭訪問）

27 火 横浜市学力・学習状況調査

28 水 教育相談（家庭訪問）

29 祝 昭和の日

30 金 教育相談（家庭訪問）

《４月の行事予定》
部活動 17:45終了  18:00下校

　《５月のおもな予定》
　　  ７日（金）　2年自然教室説明会・3年修学旅行説明会
　　１１日（火）　専門委員会
　　１２日（水）　内科検診
　　１９日（水）・２０日（木）　前期中間試験
　　２１日（金）　引き渡し訓練
　　２７日（木）　３年全国学力学習状況調査
　　　　　　　　　 PTA総会
　　２９日（土）　WESTIVAL体育の部

　　３１日（月）　代休　ＷＥＳＴＩＶＡＬ体育の部予備日

　　５月行事予定表が出たら加筆してください

 

保護者会 
４月 15 日（木） 14:30～15:30 

  新しい担任の先生やクラスの保護者の皆さんとの懇談で

す。お忙しい中ですが、多数のご来校をお待ちしております。 

             部活動 

 ○仮入部  ４月 12 日（月）より 

   １年生は、この期間にいろいろな部を体験して、自分

に合った部を見つけてほしいです。 

○部活動説明会 ４月 21 日（水） 15:45～ 

 全体会の後、各部活に分かれて 

 の説明会も行います。 

 １学年向け   16:05～  ２・３学年向け 16:25～ 

 の予定です。教育課程説明会の終了時刻が若干延び

ることもあります。ご了承ください。 

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：４月は   

16 日 (金 )  9:30～17:00 

23 日 (金 )14:00～17:00 

30 日 (金 )  9:30～17:00 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（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  

昼食開始 
４月 12 日（月）より昼食が始まります。 

①～③のいずれかで準備をお願いします。 

① 学校給食 事前申し込みが必要です。 

箸・スプーンを持ってきてください。 

② ｶﾝﾄﾘｰｷｯﾁﾝお弁当（350 円）  当日注文できます。 

１時間目の終わりまでに職員室で注文 

します。 

③ 家庭のお弁当を持参   

教育課程説明会 
４月 21 日（水） 15:00～ 

今年度から、新教育課程になりました。各教科の年間

指導計画・評価計画等について説明します。教育課程説

明会後、部活動説明会を実施します。 


