令和２. ８．３１ 第４号
ウイズコロナ時代を乗り切る知恵
校長 山下 昌永
観測史上最も遅いといわれた梅雨が明け、学校が夏季休業期間に入ったとたんに猛暑の毎日が続きまし
た。新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために、６月から２週間にわたる分散登校やその後も続く日々の
検温等、保護者の皆様には感染予防のためにご協力をいただき、感謝しております。また、今年は夏祭りを
はじめとする地域行事も一切中止となり、模擬店等で活動することを楽しみにしていた生徒も残念に感じ
ています。コロナウイルスが終息に向かい、中学生が地域の皆様と一緒に活動できる日が一日も早く訪れ
ることを期待したいと思います。
今年は１４日間という短い夏季休業期間の中で、８月１日から１０日かけて３年生の節目となる部活動
の交流試合が行われました。部活動再開が７月からということで十分な練習時間はとれなかったことと思
いますが、私が観戦したどの種目も、暑さに負けない溌剌としたプレーで、一緒に観戦していた先生や保護
者の方からたくさんの拍手をいただきました。上位大会につながる大会は中止となったことで、３年生の
多くが残念な気持ちを持っていることと思います。その気持ちをこれからの学校生活や卒業後の新たなス
テージで納得いくまで頑張ってほしいと願っています。
私の夏季休業中は、不要不急の外出を控えようと思い、録画しておいたテレビ番組を見ることに多くの
時間を使いました。私がいつも見ている音楽番組の一つに、ＮＨＫのＥテレで放映している「クラシック音
楽館」という番組があります。普段はＮＨＫ交響楽団をはじめとするオーケストラの演奏会を放映するの
ですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響でコンサートが中止となってしまったため、６月以降は特集
番組を放映していました。その一コマで、どうやったらコンサートが再開できるかを調査するために、プロ
の演奏家たちが協力して、楽器ごとの飛沫の広がり方などを実験している様子が放映された回がありまし
た。飛沫の広がる量や範囲を踏まえて、どのような距離を保って演奏すると安全なのかということについ
て真剣に取り組んでいました。表現することを控えなければならない音楽家の皆さんからは、必死さが伝
わってきました。その中で、ある音楽家の人が、
「もしかしたら、ステージ上でマスクをしながら演奏する
ことになるかもしれない。今までなら違和感があると感じるのかもしれないけれど、新しいスタイルの演
奏会だと思ってそれを楽しんでいくことも大事なのでは」と語っていたことが印象的でした。まさにウイ
ズコロナ時代の知恵ともいうべきものかもしれません。
５月から６月にかけて実施を予定していた行事が９月以降に延期となり、これから学校は慌しくなりま
す。新型コロナウイルス感染終息のめどが立たない中での行事実施となり、生徒の皆さんの中にも不安に
感じている人がいると思います。また、保護者や地域の皆様にもご心配をおかけいたします。このため、活
動内容や規模を縮小し、今までとは違ったスタイルになってしまうことがあるかもしれませんが、学校と
して考えうる限りの感染症対策を行い、生徒の健康・安全を第一に考えた行事の実施に努めてまいります
ので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

2 週間という短い夏休みが終わり、3 年生の活動もこの夏で一区切りしたという部活がほとんどでした。そこ
で、各部活動の部長にこの夏の活動報告や後輩のみなさんに向けての思いなどを聞いてみました。
Q、この夏に向けて、各部活動の取組の様子や大会の結果、後輩に向けてのメッセージなど各部の部長さんの思い
を教えてください。

○バスケットボール部 男子
3 年生全員がそろってやる夏の最後の大会で、2 試合とも勝つことができました。1 年生の春か
らみんなと共に活動してきて、つらい練習や試合中の負けている場面などで、お互いを支えながら
やってきたからこそ、県大会 5 位という成績にもつながったと思うし、最後の大会でも勝って終わ
れたと思います。
今の 1・2 年生も、これから共にバスケットをやっていく仲間です。バスケットは、1 人ではで
きないチームスポーツです。一人ひとりが、時に厳しく、時にはやさしく、部活以外の時は仲良く、
みんなで支え合いながら、強いチームを作っていってください。

○水泳競技部
私たち水泳競技部は 8 月 8 日(土)に栄区中学校水泳競技交流記録会がありました。この大会が 3
年生にとって最後の大会ということもあり、大会が始まる前はみんな緊張していましたが、大会が
始まると緊張せず、楽しそうに泳いでいました。結果は、ベストが出た人も出なかった人もいまし
た。しかし、全員が悔しんでいる様子はなく、みんな笑顔で大会を終えることができました。
今年はなかなか練習時間がとれず、1 年生とはあまり話す機会がなかったり、3 学年全員で大会
に行ったり、仲間に声援を送ったりすることもできませんでした。しかし、その短い練習時間の中
でも、同じコースで一緒に練習をしたり、リレーをしたり、遊んだりすることができて、本当に楽
しい時間を過ごすことができました。1、2 年生は私たち 3 年生にとって頼もしすぎるくらい頼り
になる存在で、私たちは何一つ先輩らしいことができず申し訳ないくらいで、みんなのことを本当
にものすごく尊敬しています。人生で初めての後輩様がみんなだったのは、私たちの一生の自慢で
す。今まで一緒に泳いでくれてありがとう。

○美術部
美術部は現在予定している、栄区の美術部の作品展などに向けて作品の制作、準備を進めていま
す。この作品展が美術部最後の作品展になります。また、楠笑祭の時期には、これまでの作品の数々
を美術室前の壁に飾っていきたいと考えていますので、通りかかった際には、ぜひ見てください。
3 年間の集大成となるよう、各自最後の作品作りに励んでいきたいと思います。

○卓球部 男子
卓球部の先輩方は今まで数々の実績を残しており、今年も関東一勝を目指して練習してきまし
た。しかし、今年はコロナの影響で市総体が中止になり、目標に挑むことすら叶いませんでした。
それでも最後は、前顧問佐藤先生の移動先の学校で金沢区・栄区の交流試合があり、3 年間の努力
を実感できる試合で幕を閉じることができました。
唯一心配だったのは、今年の 1 年生に女子が入ってくれるかどうかでしたが、無事団体が組める
6 人という人数が入ってくれました。これからは総勢 18 名の新メンバーで、更なる高みを目指し
て頑張っていってください。

○サッカー部
夏休みに入ってすぐに栄区大会がありました。本来なら行われない試合ですが、コロナで緊急事
態宣言が発出され、全ての公式戦が中止になりました。このまま引退と諦めていた中、栄区大会を
開催することができました。結果は 3 位と不本意な結果で終わってしまいましたが、三年生には悔
いはありません。続く後輩の皆さんには、また県大会を目指して練習に励んでほしいです。練習の
成果は必ず出ます。頑張ってください。そして、今まで支えてくださった皆さん、ありがとうござ
いました。

○野球部
僕たちは、最後の 2 試合である交流試合で 2 勝することを目標とし、そのために短い練習の中
で勝つためには何をすべきか考えながら練習してきました。試合は 1 勝 1 敗に終わり、目標を達
成することはできませんでしたが、3 年生 9 人全員で最後に野球ができたことは僕たちにとって
一番の思い出になったと思います。これからは 2 年生が主体となるので、毎回の練習を全力で行
い、野球ができることに感謝してプレーしてもらいたいです。

○バスケットボール部 女子
部活動生活 3 年間。きつい練習、怖いけれど愛情たっぷりの先生、熱気でいっぱいの体育館に圧
倒され、3 年間続けていけるかとても不安でした。しかし、仲間同士で助け合い、励まし合い、日々
の練習を乗り越えてきました。1 年生の時は、練習についていくことに必死でした。2 年生では、
自分たちに後輩ができ、教えることの大変さを知りました。なかなかうまくいかず、辛いことばか
り。先輩の偉大さを知り、自分たちも頑張らなければと思った矢先、襲ってきた新型コロナウイル
ス。予定されていた試合は全部なくなり、練習もできず家にこもる日々でした。そんな状況でも、
試合を組んでくれた先生、汗でビショビショになった練習着を洗濯してくれるなど、私たちの部活
動を応援してくれた家族、本当に感謝しています。そして、その感謝のおかげで、最後の大会では、
因縁の相手に勝つことができました。色々あった 3 年間でしたが、今思うと全部楽しかったです。

○囲碁部
私たち囲碁部では、最後の横浜市団体戦へ向け、日々努力を重ねてきました。日々の活動では、
講師の先生との対局が現在できないので、部員同士での対局でしか力を高められませんでした。し
かし、互いに実力を理解し合える充実した時間になったと思います。
大会当日、結果は 2 勝 1 敗、3 位という好成績を残すことができました。ここ最近、満足のい
く結果がなかった分、久しぶりかつ最後の大会でこの順位だったのは自分自身でも驚きました。
後輩の皆さんには、何の大会でもいいので、優勝を 2 回獲ることを目指してほしいです。私たち
は 1 度しか優勝できなかったので、3 年生の記録を塗り替えてくれることを期待しています。

○男子ソフトテニス部
男子ソフトテニス部は、8 月 3 日に大会で引退しました。7 月から練習が再開し、1 ヶ月で大会
という異例のことでしたが、一人ひとりが三年間学んできたことを出し切れたと思っています。結
果は満足のいくものではありませんでしたが、大会ができない人もいる中、三年間の部活動の区切
りをつけることができて嬉しかったです。
1、2 年生はこれから、スランプや勉強との両立で悩むこともあるだろうと思いますが、スラン
プになったら、僕たち 3 年を頼ってもらいたいし、勉強との両立で悩んだら先生を頼ってもいいと
思います。そして、色々な人にたくさん頼って、これからの部活を充実させていってほしいです。
また来年、2 年生にとって最後の夏は、
「3 年間色々あって大変だったけれど、ここまで続けてき
て良かったな、楽しかったな」と思えるような活動にしていってほしいです。そのためなら、協力
するので、頼ってほしいと思います。

○陸上競技部
今年の夏は、まだ部活に慣れない一年生に練習のやり方や、準備・片づけを教えながら、最後の
大会に向けて練習に励みました。
区大会では、休校期間を経て思うように練習ができない中、自分たちが今できるだけのことを精
一杯やったと思います。しかし、自分の理想とは全く違う記録が出て、悔しく思った 3 年生も多い
と思います。その中でも、1、2、3 年生で出場できる最後の大会で後輩の手本となるような姿を見
せることができたので良かったです。
後輩の皆さんには、1 つ 1 つの動きを意識し練習をこなすこと。それを毎日続けていけば、必ず
結果はついてくると思います。なので、何事にも自分は何のために練習をしているのか考えてみて
ほしいと思います。
9 月 12、13 日には横浜市記録会、10 月 26 日には駅伝大会が行われます。特に横浜市記録会
は県大会にもつながる、3 年生全体にとって最後の大会なので、悔いの残らないよう、最後まで全
力で練習していきたいと思います。

○吹奏楽部
今年は、部員全員で目標としていた吹奏楽コンクールが中止になり、大会がなくなってしまいま
したが、3 年生の仮引退前最後の発表会を先生方が計画してくださり、全員で演奏できることにな
りました。夏休み期間中は、その発表会に向かって合奏をしたり、個人練習をしたりと、とても充
実した練習ができました。他校の吹奏楽部と合同で演奏会を開催できることは貴重な経験なので、
全員で協力し、良い演奏ができるように精一杯頑張りたいと思います。例年と比べて、合奏をした
り発表できる機会が少なくなってしまいましたが、1 年間の集大成となる定期演奏会に向けて、ま
たみんなで演奏できることを楽しみにしています。

○ソフトテニス部 女子
私たちソフトテニス部は、節目の大会に向けて日々努力し、大会では、ブロックで 1 位になるこ
とができました。1、2 年生のみなさんは、次の大会に向けて、これからも練習を頑張ってほしい
と思います。応援しています。また、このような状況の中でなかなか練習ができずにいましたが、
みんなと活動ができたことは、とても楽しく、そして嬉しかったです。今まで 3 年生についてきて
くれてありがとうございました。これからのみんなの活躍を期待しています。頑張ってください！

○卓球部 女子
卓球部は、8 月 4 日に小田中学校で団体戦がありました。大きな大会にはつながりませんが、練
習してきた成果を出し切ることができました。西本郷卓球部は他校と違い、全力でそして全員声を
そろえて応援するのが特徴です。最後の団体戦では、勝つことはもちろんですが、3 年間頑張って
きた仲間に感謝の気持ちを持って応援することができ、改めて仲間の大切さを知りました。
1、2 年生には感謝の気持ちを日々心がけ、次の大会で良い結果が出せるよう、つらい練習も頑
張ってほしいです。今後、何があっても諦めず、最後までやり切ることができたら、引退する時に
みんなと部活を続けて良かったときっと思えるはずです。コロナに負けず、明るく乗り越えてくだ
さい。応援しています。

○演劇部
私たち演劇部は、10 月 10 日、11 日にある大会に向けて全力で活動に取り組んでいます。大
会で演じる劇は、
「体育祭予行」という明るい劇なので、全員で楽しむということを意識して練習し
ています。特に今年はコロナの影響で活動時間が減ってしまい、不安もありました。しかし、その
中でも、悔いが残らないように最後の 1 秒まで楽しめる劇を発表することを目標に全力で練習に
励んでいます。
1、2 年生は、例年よりも一緒に活動する時間が短かったので、教えられることが少なかったと
思いますが、ぜひ学んだことを活かして、次につなげていってほしいと思っています。頑張ってく
ださい。

○剣道部
剣道部は、大会がなくなり、8 月 4 日の部内戦が引退試合となりました。最後は大会という場で
終わりたかったという気持ちはありましたが、部内戦で悔いが残らないように、最後まで全力で、
楽しみながら稽古に取り組むことができたと思います。試合の結果よりも、剣道部として過ごせた
時間が、私にとっての最高の宝物です。
1、2 年生には、仲間と協力し合って、つらい練習も乗り越えてほしいと思います。剣道部のみ
んな、顧問の先生方、応援してくださった先生や生徒、保護者のみなさん、ありがとうございまし
た。

学校図書館からお知らせ
西本郷中学校図書館では、現在予約制による貸出を行っています。新たな予約システムを導入して運営が始まっています。
ぜひ、一度学校ＨＰの図書館のページをご覧になってください。

【本の借り方】
＊予約フォームを使う
1

検索して西本郷中学校ホームページを開く。

2 「図書館」のバナーをクリックする。
3 「西本郷中学校図書館の蔵書検索」から書名、作者名、キーワードで本を探す。
4

借りたい本が見つかったら、
「予約」をクリックする。
（1 冊ごとに予約）

5

生徒番号を入力して予約が完了する。

6

予約から 3 日以内の開館時間に学校図書館に受け取りに行く。

＊「予約カード」を使う
1 教室の「予約カード」box のカードに借りたい本の情報と、自分の情報を書いて学校図書館前の
「予約カード box 図書館」に入れる。
2 予約から 3 日以内の開館時間に学校図書館に受け取りに行く。

