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令和３年度 「風に吹かれて」

校長

池田ゆかり

ツツジの花をはじめ種々の草花が新緑に映え、美しく咲き誇る姿は、私たちに生きること
の素晴らしさと力を与えてくれるようです。そして、学校で生徒たちが笑いさざめきあう、
まぶしい姿と共に、私の頭の中には次のメロディが流れます。
♫「How many roads must a man walk down before you call him a man?」♫
ボブディランの「風に吹かれて」という歌の一節です。
「どれだけの道を歩けば彼は一人前の
人としてみとめられるのだろうか？」そして、この問いかけの後は「白い鳩が安らげる時代
が来るのはいつのことか？」さらに「戦争の象徴である砲弾がなくなる日はいつ来るのだろ
う？」と続きます。誰もが平和な世界を望んでいますが、創り上げるのは難しい。でも、未
来を創る若者には「より良く生きようとする人」
「より良い社会の担い手となれる人」になっ
て世界中の平和に貢献して欲しいと強く願っています。
コロナ禍で不安や我慢が常のことになり、依然として様々な制限を余儀なくされているな
か、生徒たちは一見元気そうです。しかし、言動に弱さや脆さが見え隠れしているように感
じることがしばしばあります。例えば
〇自分自身に対する信頼が弱く、うわさやどう思われているのかを気にしすぎてしまう。
〇自分の思っていること、自分の状況を説明したり意思表示したりできない。
〇人と関わることや、保護者、友人の働きかけにたいして心を閉ざしてしまう。
そんな生徒の姿を見るにつけ「失敗をたくさん乗り越える学習(経験)」をしてほしいと願い
ます。一人前の「人」になるには、たくさんの失敗を繰り返し乗り越えながら自分の道を探
し続け、自分自身を信頼できる強い精神力を身につけること、すなわち「学習」を繰り返す
ことが必要です。幸い、今の日本には学ぶ権利がしっかり確保されています。1985 年に開
催された第 4 回ユネスコ成人教育会議の「学習権宣言」を紹介します。
学習権とは
読み書きの権利であり
問い続け、深く考える権利であり
想像し、創造する権利であり
自分自身の世界を読み取り
歴史をつづる権利であり
あらゆる教育の手だてを得る権利であり
個人的・集団的力量を発達させる権利である

ボブディランは歌の中では「The answer is blowing in the wind。 ただ風に吹かれる
だけ・・・」とだけ答えていますが、この宣言に謳われた様々な学習権を思う存分に使うこ
とこそ「How

many roads must a man walk down before you call him a man?」

の答えにつながっているのではないでしょうか。
では、保護者の方や私たち教職員は、独り立ちしようとする思春期真っただ中の子どもた
ちにどんな風を送ればよいでしょうか？
今年度から私たち教職員は生徒に「どうして欲しい？」
「どんな助けが必要？」
「○○か○
○ならどちらを選ぶ？？」と声をかけるようにしています。自分で自分の世界を読み取り、
状況がわかり、問い続け、深く考え、どんな助けをしてほしいのかを意思表示し、個人的・
集団的力量を発達させてほしいからです。
「大丈夫！！」は自分が自分に向かって励ますときの言葉です。私たち大人は、子どもが
自分の学習権を自分の意思で使えるように、温かい風を送りながら辛抱強く見守り、必要な
手を必要な時に差し伸べたいものです。
ボブディラン
1941 年 アメリカに生まれる。1962 年のレコードデビュー以来半世紀以上にわたり多大なる影響
を人々に与えてきた。現在でも、年間 100 公演ほどのライブ活動を中心にして活躍している。
「風に吹
かれて」は 1963 年リリースの楽曲である。グラミー賞やアカデミー賞をはじめ数々の賞を受賞し、
2016 年には歌手としては初めてノーベル文学賞を受賞している。

〇

本校創立 30 周年記念に向けて
昨年度、延期になりました本校創立 30 周年の取組を実施します。まずは 5 月、校庭で

生徒による人文字をつくり航空写真撮影をします。今後は、小・中学校で連携し、小学生
と中学生による合同の取組や記念式（11 月）などを予定しています。本校の今までの足
跡を振り返りながら 30 周年の節目を祝い、今後の発展に向けて前進する今年度にしたい
と考えています。

〇

生徒指導専任より

生徒指導専任の佐藤裕輝と申します。今回は『生徒指導専任』の役割についてご紹介し
ます。
「生徒指導」と聞くとなんだかきびしそうなイメージがありますよね。実はそのイメ
ージとは違い、学校で起こる様々な課題をそれぞれの方面の専門家に相談し、解決に向け
た手助けをしています。学校はいろんな人に協力してもらい見守られているんですね。

人は悩みや課題を一人で抱え込むと苦しくなってしまいます。どんな関係機関や、どん
な人に頼ればいいのか一緒に考えましょう。何か学校生活で不安なことや心配なことがあ
れば気軽に生徒指導専任までご相談ください。

〇

最近の各学年の様子

１学年 井内理香
相手の話を頷きながら聴く姿が、とても素敵な一年生。授業や部活動が始まり、キラキラと
瞳を輝かせながら楽しそうに学校生活を送っています。先日、目標に向かって皆で協力するプ
ロジェクトアドベンチャーを行いました。お互いの個性を認め合い、相手も自分も「がんばろ
う！やってみよう！」と思える言葉がけを大切にしながら活動できました。その姿をこれから
も大切にし、ありのままの個性を認め合いながら、対話を通して高め合う、そんな緑学年にな
っていきたいです。
２学年 生田久美子
クラス替えにドキドキしながらの始業式。新しい担任の先生との初学活。みんな良い意味で
の緊張感と「先輩になるんだ！」という決意をもって迎えた 1 日でした。そうやってスター
トした 4 月は、学習にも委員会や係活動にも前向きに取り組んでいます。３人の担任のうち、
２人がニューフェイス（？）でしたが、人懐っこい赤学年の子どもたち。あっという間に担任
ともなじみ、学級のカラーがしっかりと表れてきています。４月当初の「がんばるんだ！」と
いう決意を大切に、運動会や自然教室などなど（もちろん学習も）を経ていくことで、それぞ
れのもち味を輝かしていってくれることでしょう。楽しみです！
３学年 渥見安晴
入学してから早くも２年間が過ぎ、最高学年の３年生になりました。コロナ禍のため学級活
動や学校行事が制限されているにもかかわらず、その中でも工夫をしながら仲間と取り組む姿
を昨年は多く目にしました。人に優しい生徒が多く、困っている生徒に声をかけてくれたり、
私たち教師がいつもと違う様子のときには、
「先生体調が悪いんじゃないの」
「どこか具合が悪
いんじゃないの」とか声をかけてくれる場面も目にすることがあります。また３年なので大事
な進路選択が待っています。日々の学習の成果がここで発揮されます。授業を大切にし、家庭
学習をしっかり行うことで基礎学力を定着させ、応用力もつけていきましょう。

〇 ３０周年式典児童生徒実行委員会が開催されました
4 月 30 日（金）の放課後に３０周年式典児童生徒実行委員会
が小田中学校で開催されました。小田小の 6 年生の計画運営委員 6
名と小田中の生徒会本部役員 7 名が 30 周年の記念式典について、
どうようなものにしていくかを話し合いました。

〇

運動委員が運動会の学年種目の内容を検討しました

4 月 30 日（金）の放課後校庭にて、運動委員が学年種目の内
容を考え決定しました。今年度もコロナ感染防止予防の観点から、
制限された運動会となりますが、そんな中でも自分たちができるこ
とをしっかり考え、みんなが楽しめる学年種目を検討していました。

〇

卓球部横浜市春季卓球大会

男子団体結果
予選リーグ
小田○３－０希望が丘
小田○３－０港南台一
小田○３－０潮田
小田○３－０生麦
小田○３－０茅ケ崎
決勝トーナメント
１回戦 小田○３－２岩崎
２回戦 小田○３－１上飯田
３回戦 小田○３－１六角橋
準決勝 小田○３－２西谷
決勝戦 小田○３－１末吉

〇

男子団体優勝！ 女子団体準優勝！

横浜市で一番眺めのよい小田中
学校は、横浜市で一番眺めが良く
て 卓 球 部 が 強い 学校 とな り まし
た。
４月２９日に横浜市春季卓球大
会が行われました。男子は前回大
会５位からの躍進で、小田中学校
史上初の横浜市大会優勝を果たし
ました。
女子は決勝戦では力及ばず敗れ
たものの前回大会９位から大きく
女子団体結果
躍進し準優勝という結果でした。
男女共に非常に競り合い、劣勢な
予選リーグ
試合もありましたがチームワーク
小田○３－０霧が丘
で勝利を重ねました。
小田○３－０岩井原
日頃の活動は部活動ガイドライ
小田○３－０国大附属
ンを遵守しながら、また感染症拡
決勝トーナメント
大防止の為に制限された活動時間
１回戦 小田○３－0 樽町
の中で工夫して練習を重ね、実力
２回戦 小田○３－２早渕
を身に付けてきました。学校開放
３回戦 小田○３－１泉が丘
では地域の方々からもアドバイス
準決勝 小田○３－１左近山
を頂き育てていただきました。小
決勝戦 小田×０－３横浜隼人
田 中卓 球部は技術 面だ けではな
く、挨拶やマナー、学習面との両立を図り、保護者や地域の方々をはじめ、
まわりの皆様から応援されるチーム作りを目指しています。

お知らせ

≪運動会保護者参観について≫
6 月 8 日（火）に予定されている運動会ですが、現在の状況を鑑み 3 年保護者のみの参観
となります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
≪職員室アシスタントに新たなメンバーが加わりました≫
4 月より、職員室アシスタントとして吉田三重子さんが加わりしました。主に、コロナ感染
防止対策として、校内の消毒作業を行っています。
≪東京 2020 オリンピック・パラリンピック学校連携観戦について≫
小田中学校が一昨年応募した、東京 2020 オリンピック・パラリンピック学校連携観戦で
すが、現在の状況を鑑み学校連携観戦を中止とさせていただきます。
≪小田中学校校歌の動画配信について≫
小田中学校の校歌を新入生が覚えられるように動画を作成しました。本校 HP に UP され
ますので、ご覧ください。
≪訂正≫
学校だより４月号の職員紹介で、梶山恵（国語）になっておりましたが、梶山恵（英語）の
間違いでした。訂正させていただきます。
新しい生活様式の中で、
小田中学校は

信頼・温もり・笑顔

にあふれた学校をめざします！！

