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天までとどけ！
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怒濤の新入生歓迎会

嵐の部活動
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炎の委員会

愛情の
旗づくり

本気!避難訓練!

西中生諸君･･･

富士見市立西中学校 堀川 博基

令和５年度がスターとして、早や１ヶ月･･･。本当に「あ
っ」という間だ。このひと月、西中の理解を深めるために
出会う生徒に質問した･･･（50 人位かな？）。『Q ／西中のよ
いところを教えて？』生徒が思っている『西中のよいとこ
ろ･･･』、様々な答えが返ってきた･･･。

西中生が選ぶ西中のよいところ(約50人位に聞きました)
５位／集中するとき×緩むとき･･･メリハリがある！

▲確かに･･･授業中と休み時間など、切り替えが上手
だと思う！ノーチャイムの成果かな？

４位／校舎がきれい！

▲大規模改修が終わったばかりだもんね･･･この環境
をしっかりと維持できたら大したもの！

３位／友だちととても仲がいい！

▲中学時代、友だちは財産です！是非ともこの西中
で一生の友だちを見つけてください！

２位／元気なあいさつ！
▲あいさつにみんな自信を持っているようです･･･。

１位／行事に「めちゃ」盛り上がる！

▲体育祭が近いですから･･･徐々にテンションも上が
ってきます。どれだけ弾けてくれるのか、今から
楽しみです。

番外編／「４階からの富士山がきれい！」
昔からきれいでした。私も若い時４階のベランダ

から夕日に映える富士山を見て黄昏れていました。

生徒の素直な気持ちだ。どんなことであれ、自分や周り
を誇れることは素晴らしいことだと思う。特に学校として
の柱である「行事（やる気、意欲）」「あいさつ」「仲間」
がベスト３となっていることに、西中が生徒への学校とし
ての機能をしっかりと果たしていることが伺える･･･。
ただ･･･あなたたちはこれで満足しているのか･･･？ほど

よく学校生活を送り、世間体がわるくならない程度にあい
さつをし、仲間同士をお互いに忖度しつつ人間関係を維持
する･･･。決して今の西中生が「そうだ」と言っているの
ではない。あなたたちには富士山より高い可能性がある。
海よりも深いポテンシャルがある。出し惜しみしてはダメ
だ！たくさん失敗した若者ほど、将来、信頼される大人に
なるらしい。若いうちからできない理由、やらない言い訳
を探すのが上手くなると、成長は止まる･･･。そんな青春
時代を何も考えず送ってはダメだ。
時代は進んでいる･･･「去年と同じ」「昨年同様」「前年

踏襲」･･・は後退することと同じ意味だ。才能あふれる西
中生諸君だ。令和４年度を超える令和５年度の諸君に期待
する。いいか･･･■優しい友だけが仲間ではない。真の仲
間は切磋琢磨により生まれる。■コミュニケーションの語
源は「コミュニス（ラテン語）」、意味は「共有･分かち合
う」だ。だからあいさつは上辺だけの一方通行ではダメな
んだ。双方で分かち合わなくては･･･。■体育祭、合唱･･･
西中生の本気が楽しみだ！
令和５年度、令和４年度を超えるために、「今、自分が

すべきこと･･･」を本気で考え抜け（Thinking）、そして西
中生（Team）で事を起こせ（Action）！

写真【上段から】■令和５年度が嵐のごとくはじまった･･･。１年生へ、先輩から
のオリエンテーション･･･。委員会、部活動に期待が膨らむ。校歌が披露され、先
輩からの叱咤激励が炸裂する。中学校生活に早く慣れ、少しでも早く西中を支え
る一員になってほしい。期待しているぞ･･･１年生諸君！■部活動オリエンテーシ
ョン。各部とも工夫を凝らしたパフォーマンスで活動内容を紹介する。入部に迷
っている１年生にとっては、とても参考になった時間だったと思う。■委員会も
始まり、自立のための学校生活が動きだした。学校の基本的な生活を支える組織
である委員会や係、自分のためだけでなく、周りの人のために力を尽くせる人は
素敵だ･･･。■学級の有志なのか、それとも「旗係」なのか･･･。放課後遅くまで、
体育祭応援旗の下地を作ってくれている。アイロンをていねいにかけながら･･･。
体育祭の応援旗は学級のシンボルだ！■避難訓練、みんな真剣に取り組んでいた。
「自分の命は自分で守る」そんな意識が定着する安全教育を推進したい。６月に
は小学校と連携した引き渡し訓練も実施される。

５/８ 新型コロナウイルス５類移行後の学校対応
この５月８日より、新型コロナウイルスの分類が５類となり、ほぼインフルエンザと同様

の対応となります。それを受けて本校においても、感染拡大防止対応を以下のように進めて
いきます。自粛よりも、状況により基本的な対策を図りつつ、進めていくという形になりま
すので、ご家庭でのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

■生徒の意向によりますが、マスクは原則外していきます。
□教職員においても、本人の意向により原則外す方向で対応します。
■西中健康観察カード（検温等）について、４月末で終了します。
□５月１日以降は、『健康観察カード』の提出は必要ありません。
□ただし、継続的にご家庭における健康管理はよろしくお願いします。
□体調変化を感じる場合は、検温等により自身の体調確認を行っていください。
□また、体調不良等がある場合は今までどおり登校を自粛してください。
■体育祭は、原則マスクなしで実施します。
□熱中症対策等、生徒の体調管理を優先させます。
■感染してしまった場合の自粛期間が「わかった日を０（ゼロ）日とする、
５日間」となります。（現状は７日間です。詳細はお問い合わせください。）

まだまだ、ご心配な点も多いとは思いますが、社会で生き抜く力をはぐくむ教育活動を展
開していくためにも、今までの自粛や我慢は極力解除していきたいと考えています。だから
といって、学校での感染拡大を起こすわけにも行きません。教育活動を維持していくために
もご家庭の協力は不可欠です。各家庭でのお子様の健康管理を十分に行っていただき、いつ
もと体調面での様子等の変化があるようであれば、休ませてください。特に生徒は学校に登
校したがりますので、そこについてはしっかりと管理をお願いします。

令和５年度６月の行事予定

日 曜 活動内容等

1 木 中間試験① 部×
2 金 中間試験② 部×
3 土
4 日
5 月 大会前朝練解禁（公式戦終了まで）
6 火
7 水 ２年内科検診 中央委員会
8 木 歯科検診
9 金 防犯パトロール(2-1･2)
10 土
11 日
12 月
13 火 生徒朝会(学総西中頑張れ壮行会)
14 水 1年内科検診 中央委員会 通信陸上県大①
15 木 学総入間東部大会① 通信陸上県大②
16 金 学総入間東部大会②
17 土 学総入間東部大会③
18 日
19 月 学総陸上市内予選会
20 火 学年朝会
21 水 専門委員会 ふれあいデー 部×
22 木 避難訓練３校合同引渡訓練 部×
23 金 生徒総会ﾘﾊ 防ﾊ゚ ﾄ(2-3･4) 学総水泳予選会
24 土 入間地区代表決定戦
25 日
26 月 期末試験前部活動停止期間(～7/5)
27 火 学校･表彰朝会
28 水 生徒総会
29 木 ２年上級学校訪問
30 金 登校指導

令和５年度 第45回体育祭 ／５月20日(土)開催
君たちの真剣、本気をやっと観ることができる･･･

体育祭2023は『シン･体育祭』だ！
いよいよ、令和５年度第 45回西中体育祭がはじまる！今年は感染拡大防止の大き

な影響も受けず西中生の本気の体育祭となる。まさしく『シン･体育祭』だ！

体育祭の運命を左右する色団が決まった！体育祭の大きな魅力のひとつ、それは
何と言っても『縦割り』だ。■３年生が学校の「顔」として、１･２年生を引っ張る！
■２年生が学校の中心として、３年生をあおり、１年生を支える！■１年生は歯を
食い縛り、必死で先輩を追いかけていく･･･その過程が１年生を中学生にしてくれ
る！■全校生徒 411 名と教職員 44 名がひとつになる･･･これが『縦割り』の醍醐味
に他ならない。西中全体での Teamwork（ﾁｰﾑﾜｰｸ）！これが発揮できるかできない
かに西中体育祭の運命がかかっている。

そして成否の鍵はもう一つ･･･体育祭という西中を象徴する行事に、本当に本気
で！全力で！取り組めるかどうかだ!? 左の巻頭にもあるよう、何人かの生徒に聞い
た『西中のよいところは？』･･･「行事に盛り上がる」「あいさつが元気！」「仲のよ
い仲間」「とにかく元気」･･･という答えが返ってきた。西中生の自信なのだろう･･･
でも、色団抽選会、応援のエール、体育祭への決意等を見てみると･･･まだまだ伸び
代があるような気がする。西中生の第一印象から感じられる潜在能力での全力はこ
んなものじゃないはずだ！･･･本気を出すための秘訣を３つ教える。
■かっこつけると、かっこわるい！／「照れ」や「恥ずかしい」という気持
ちでかっこつけると、浮くぞ･･･「超」かっこわるい！
■100%のパフォーマンスのためには､120%のエネルギーが必要！／
「100m 走でベストを出すためには、120m を全力で走れ」と言われないか？全力も
同じだ！ 100%のパフォーマンスのためには 120%の全力が必要なんだ！
■絶対にあきらめない！／「できる」「できない」の境目なんてどこにあるの
か誰もわからない。1000 回失敗しても 1001 回目に成功するかもしれない･･･。いい
か！全力で、思いっきり、思いっきり手を伸ばした 1cm 先に幸せは存在するんだ！
いろいろと書いたが、「西中生による、西中生のための、西中の体育祭だ！」。勝

ち負けを超えた、西中の Spirit（魂）が感じられる･･･新･心･真･信･進･清･親･神･深･
芯･･･「シン･体育祭」にしてほしい。

学年＼色 赤 青 黄 緑

１年 ４組 １組 ２組 ３組

２年 １組 ４組 ３組 ２組

３年 １組 ２組 ３組 ４組
▲色団決め抽選会の様子。思ったと
おりの色を引き当て、喜ぶ代表生徒。
さて一体どんな体育祭になるのか？

▲応援団から
のエールと各
団の気持ちが
表れた決意表
明！みんな気
分が盛り上が
ってきた！

GW 思いっきり楽しもう
でも、安全には十分な注意を

いよいよ、GW が本番となる。４月から走
り続けてきた生徒たち（教職員もだが･･･）に
とって少しは息抜きができる期間かもしれな
い。しかしながらそのちょっとした油断で、
事故やけがが発生してしまうのもこの GWだ。
ゆっくりしながらも英気を養ったり、気分転
換をする GW でありつつ、安全には十分な配
慮をお願いしたい。
■交通事故／特に自転車による事故が多発す
る。被害者になる事故だけではなく、加害者
となる事故が多発している。自分の身を守る
ためにもヘルメットは必ず着用。ヘルメット
の着用の有無で、事故の際の保険の補償に影
響が出るという事もあるようだ。
■SNS、ゲーム等のトラブル／ SNS によるい
じめや誹謗中傷、社会的な問題となっている。
中学生では責任のとれない SNS トラブルが頻
発している。諸君はかかわらないように注意！
ゲームについても昼夜逆転等、中学生の健全
な成長にトラブルを来している。自分で自覚
を持って注意してほしい。
■学習だってわるくない／４月の学習、まだ
大丈夫だと思うが･･･。今までの復習でもやり
直すにはチャンスだ。１ヶ月後の中間試験に
向けて･･･。
■健康な生活を意識して／５月８日からは休
みもなく体育祭に向けて一直線。確実に乗り
切れるよう、しっかりと自分の生活リズムは
守っておこう。

GW 中、生徒にかかわる緊急事態があれば
【富士見市役所（049-251-2711） ▲教育委員会
学校教育課】に連絡を、学校関係者に必ず伝
わるよう連絡網が整備されている。
安全な GW を送り、年度当初の疲れを癒や

しつつ、リフレッシュして体育祭に挑めるよ
う、気分をつくり上げておこう！


