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日 曜 ３月行事予定 給食 

1 月 共通選抜合格発表（３年給食なし） ①② 

2 火 生徒会各種委員会 ◎ 

3 水 定通分割出願① ◎ 

4 木 
定通分割出願② 

３年芸術鑑賞会（劇団四季） 
◎ 

5 金 ３年生を送る会（三送会） ◎ 

6 土   

7 日   

8 月 生徒集会・全校集会 ◎ 

9 火 
１，２年 生徒会評議員会 

卒業式予行 
◎ 

10 水 卒業式準備（３年給食なし） ①② 

11 木 卒業式（１･２年生自宅学習） × 

12 金 
生徒集会・全校集会 

定通分割選抜（学力検査） 
①② 

13 土   

14 日   

15 月 
午前授業、三者面談① 

定通分割選抜（面接等） 
①② 

16 火 午前授業、三者面談②（２年給食なし） ① 

17 水 午前授業、三者面談③（２年給食なし） ① 

18 木 午前授業、三者面談④（２年給食なし） ① 

19 金 
２年生体験学習（ＴＧＧ） 

定通分割合格発表 
① 

20 土 春分の日  

21 日   

22 月 午前授業 × 

23 火 午前授業 × 

24 水 午前授業 × 

25 木 離任式・修了式 × 

26 金 学年末・学年始休業（～４月４日）  

27 土   

28 日   

29 月   

30 火   

31 水   
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◎ 全学年で給食実施 
①②③ 給食のある学年 
× 全学年で給食なし 

３月の行事予定 

                西中通信 
 

臨時休業要請からはや１年 

マスク着用による心身への影響を考える 
校長 安部 賢一 

 最終下校17:30 

「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る。」といわ

れますが、今年もあっという間に 3 月です。昨日

は公立高校入学者選抜の合格発表があり、282名が

受検し 226 名が合格、ほぼ例年並みの水準となり

ました。残念ながら不合格だった生徒にもチャレ

ンジした勇気に敬意を表したいと思います。 
～・～・～・～ 

 昨年の内閣総理大臣による全国一斉の臨時休業

要請からはや 1 年が経ちました。要請があったそ

の日に教育委員会から意見を求められたので、学

校も家庭も準備が必要だから翌月曜日からの臨時

休業には無理があることを伝えました。果たして

川崎市では 3 月 4 日の水曜日から臨時休業になり

ました。賢明な判断だと思いました。ちなみに、要

請通り 3 月 2 日月曜日から休業した学校は全国の

53％でした。 
 要請の翌日、来週の月曜日はお休みにしないこ

と、卒業式も実施する予定とのプリントを配付す

ると、保護者のお一人から、なぜ要請通り月曜日か

ら休業にしないのかとお叱りの電話をいただきま

した。感染症による臨時休業が設置者の権限（学校

保健安全法）であること。非常変災時の臨時休業が

学校長の権限（学校教育法施行規則）であることな

ど教員でも知る人はわずかです。丁寧に説明した

かったのですが叶いませんでした。 
 それ以後、本校では、感染拡大の状況や社会情勢

を睨みながら、感染防止と教育機会（授業だけでは

ありません）の保障を両立させるために膨大な資

料を調べてそのつど判断してきました。 
国や市のガイドラインも参考にはしますが、本 

校の特性を踏まえて最終判断をしますから、おの

ずと他校との違いが出てきます。 
健康観察日や補習授業のように臨時休業中の登

校機会を増やし、宿泊行事や体育祭、文化祭を実施

する一方、臨時休業後の給食開始や部活動の再開

は他校よりも慎重に行いました。1月からの朝練習

の禁止も本校の独自ルールです。いずれも本校の

特性を踏まえたものです。 
 今月11日はいよいよ卒業式です。また、今月は

3年生のミュージカル鑑賞（4日）、三送会（5日）、

2 年生の東京グローバルゲートウエイでの英語体

験学習（19日）などが控えています。 
 仮に緊急事態宣言が解除されたとしても引き続

き緊張感を持ってこうしたイベントに取り組みた

いと思います。実施に関するご質問、ご意見、ご心

配などがありましたら、いつでも学年主任や管理

職までご相談ください。 
～・～・～・～ 

さて、話は変わります。最近気になることのひと

つにマスク着用の心身への影響があります。もは

や着用することが常識になり、感染防止に効果的

であることには議論の余地がありません。 
本校では現在、体育の授業や運動部の部活動で

も常時マスクを付けたままにしています。そのた

め、酸欠にならないよう運動量を減らしています。 
しかし、東日本大震災では、福島の子どもたちが

放射能から身を守るために、屋外での活動制限を

したところ、他県の子どもたちよりも著しく体力

や運動機能が低下し、深刻な問題となったことは

記憶に新しいところです。 

心身の成長期である中学時代においても、体力

や運動機能の低下は一生涯の問題になりかねませ

ん。大きな課題であると考えています。 
もうひとつは、マスク着用によるコミュニケー

ション力と認知機能の低下です。こちらはさらに

深刻です。 
 ご存知の通り、乳児は親の顔から喜怒哀楽の表

情を学びます。これがのちに、相手の気持ちを理解

する基盤となります。保育の現場では昨年の夏以

降、保育士がマスクを着けていると口元を見せる

ことができず、子どもたちとの信頼関係が築きに

くくなったと言われています。 
 また、幼児期から小学校までの児童は「相手の視

点に立って考えること」を発達させる時期です。子

どもたちは、表情のなかのたくさんの情報を脳内

で処理し、相手の表情、感情を理解し、相手はどう

思っているのか、自分はどのように振る舞ったら

いいのかをイメージする能力を身につけていきま

す。そうした経験をする機会が今回のマスク着用

で一気に失われ、お互いの感情が理解できず、言葉

足らずのまま些細なことでトラブルになってしま

うケースが起きはじめているのです 
 非言語コミュニケーションの重要性は、中学生

にとっても無縁ではありません。言語による他人

とのやりとりは、相手の表情を見たり、声のトーン

など非言語によって信頼性を感じ取っていること

がアメリカの心理学者アルバート・メラビアンの

研究でも明らかになっているからです。 
 また、マスク着用は、教員が生徒の小さなシグナ

ルを見逃さないようにすることも困難にします。 
いつもなら、生徒が浮かない表情をしていれば

声掛けをしますが、表情から困り感を察知するこ

とが難しくなっているのです。保健室をはじめ、さ

まざまな場面で生徒指導のしづらさが報告されて

います。マスク着用によって対応が後手に回って

しまわないか危惧しているところです。 
 こうしたことを踏まえると、マスクが感染防止

の１点でたいへん有効だとしても、子どもにとっ

ては弊害も非常に大きいことがわかります。 
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、小中

学校での感染事例が少ないことがインフルエンザ

との大きな違いであり、特徴でもあります。ワクチ

ン接種がいつ各ご家庭に行き届くのかは分かりま

せんが、教育現場では子どもたちの心身の成長を 

第一に考えた早期の出口戦略を立てる必要があ

り、マスク着用からの脱却もそのひとつではない

かと考える今日この頃です。 



 

 
 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●剣道部 

 市民剣道大会  

  男子団体の部 敢闘賞  

●女子ソフトテニス部 

 秋季市民大会［ダブルス］ 

  優 勝 Ｄ（１－５） 

      Ｔ（２－１１）ペア 

  準優勝 Ｆ（２－１０） 

      Ｍ（２－９）ペア 

  第５位 い（２－６） 

      Ｍ（２－４）ペア 

●ハンドボール部 

 神奈川県中学校ハンドボール新人大会 

  男子の部   準優勝 

  女子の部   第３位 

●男子バレーボール部 

 神奈川県中学校バレーボール研修会 

  男子の部   優 勝 

●演劇部 

 連合文化祭 演劇発表の部 

  優秀賞  演目「アイズ」 

●英語部 

 連合文化祭 英語劇 

  最優秀賞 演目「Cinderella」 

●国語科 

 連合文化祭 弁論 

  優秀賞  Ｍ（３－１０） 

 連合文化祭 競書[条幅] 

  銅 賞  O（２－１０） 

  銅 賞  O（３－１１） 

 連合文化祭 競書[毛筆] 

  銅 賞  H（３－１１） 

●社会科 

 税についての作文コンクール 

  高津県税事務所長賞  

       N（３－３） 

●理科 

 川崎市中学校理科作品展 

  佳 作  I（３－７） 

  入 選  Y（１－３） 

●教科外 

 社会を明るくする運動 標語コンクール 

  優秀賞  S（２－１１） 

  優良賞  S（２－２） 

 最後に残った三大行事のひとつ、合唱コンクールが 2 月 26 日に「エポックなかはら」

の大ホールで行われました。1月25日から放課後練習を始めましたが、3年生は高校入試

と重なり実質的に数日間の練習だけで本番を迎えました。思ったような仕上げにはならな

かったと思いますが、限られた条件の下で、どのクラスも本当によくがんばりました。 

 表彰の記録 延期を重ねた合唱コンクールをついに実施 
テーマ：西中三銃士～全緑・蓄赤・青果 貫け！我らの声剣～ 

本校における合唱コンクールに向けた感染症対策 

＜練習期間＞ 
・教室、特別教室を問わず必ずマスクを着用する。 
・教室でのパート練習は 2 パートを目安とし、教室前方と後方、壁

側を向いてなど前方に約2ｍは人がいない状況で実施する。 
・教室での合わせ練習や特別教室で同一方向を向く場合は、前方は2
ｍ、左右も可能なかぎり約2ｍ（最低1ｍ）空いた状態で実施。 

・窓は廊下側も開け、常時換気を行う。 
＜発表当日＞ 
・ステージでは、歌唱者間と前方にアクリルパネル等を設置。指揮者、

伴奏者と歌唱者の間、客席の最前列前にも設置する。 
・合唱時（最大約5分）はマスクを外してもよいこととする。ただし

マスクの脱着は指定された位置で合唱の直前、直後に行う。 
・客席では常時マスクを着用する。 
※これらは、仮に感染者が集団の中にいて歌唱したとしても、周囲の

生徒が濃厚接触者に指定されない保健所の判断事例や全国の学校

における感染事例を分析して設定したものです。 

１学年 （10:15〜発表順） ２学年 （12:30〜発表順） ３学年 （14:40〜発表順） 

9組 
Ｍｙ Ｏｗｎ Ｒｏａｄ 

－僕が創る明日－ 
指揮：花﨑さくら 
伴奏：深瀬 智香 4組 

あなたへ 
－旅立ちに寄せるメッセージ－

指揮：蟇目 寧生 
伴奏：江口 芽衣 11組 虹 

指揮：長谷川彩乃 
伴奏：𠮷澤 穂希 

1組 きみにとどけよう 
指揮：岩上 樹花 
伴奏：加藤日向子 7組 いのちの歌 指揮：郡山 茜里 

伴奏：御牧 春佳 1組 Ｇｉｆｔｓ 
指揮：伊藤 瑠希 
伴奏：坂田梨沙子 

6組 永遠のキャンバス 指揮：二宮 淑乃 
伴奏：村山愛理紗 5組 ぼくらの軌跡 指揮：林  日和 

伴奏：大内 悠生 2組 
手紙 

－拝啓十五の君へ－ 

指揮：中木 瑞希 
伴奏：門目 優花 

8組 絆 指揮：古谷みちる 
伴奏：森田 実莉 3組 忘れることなんかできない 指揮：片瀬 亘佑 

伴奏：内藤 真子 7組 僕のこと 
指揮：海老原真優 
伴奏：塩坪 璃奈 

3組 僕らの奇跡 指揮：大島 爽良 
伴奏：河原崎結衣 10組 次の空へ 指揮：菊地 日愛 

伴奏：高柳 奈生 8組 群青 
指揮：山中 美空 
伴奏：井上 美渚 

5組 行き先 指揮：尾崎 暁飛 
伴奏：伊藤音乃花 6組 生きている証 指揮：松崎 航太 

伴奏：芦田  恵 5組 時を越えて 
指揮：児玉 崚平 
伴奏：三上 佳織 

11組 カリブ夢の旅 指揮：岩元 瑠志 
伴奏：山元 理央 9組 地球の鼓動 指揮：根本 貴樂 

伴奏：秋林 芽明 6組 結 －ゆい－ 
指揮：福田 恵唯 
伴奏：生田 紗也 

2組 ふるさと 指揮：藤村 柊斗 
伴奏：渋谷 由莉 2組 

地球星歌 
－笑顔のために－ 

指揮：林 涼乃 
伴奏：池野千遥子 9組 道 

指揮：横溝 仁緒 
伴奏：朝烏 花恋 

4組 マイバラード 指揮：源河 逸季 
伴奏：加藤 成悟 11組 心の瞳 指揮：西森 脩登 

伴奏：田村百合音 4組 旅立つ君へ 
指揮：菅沼 蒼大 
伴奏：並木 紗奈 

7組 365 日の紙飛行機 
指揮：岩﨑 壮良 
伴奏：吉田 桜 1組 君とみた海 指揮：武貞 めい 

伴奏：韓 里奈 3組 友 －旅立ちの時－ 
指揮：岡  涼音 
伴奏：小野 瑠菜 

10組 変わらないもの 指揮：金子 美優 
伴奏：村井 らら 8組 ほらね、 指揮：三橋あかり 

伴奏：松元 陽和 10組 ＹＥＬＬ 
指揮：奥平康太郎 
伴奏：若林 美咲 

最優秀賞を受賞した3年１組 


