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「やがて･･･春」 副校長 鈴 木 拓 哉

この冬、アメリカでは記録的な寒波が訪れ、ミネソタ州でﾏｲﾅｽ 37 度を
記録したのをはじめ、ニューヨークでもﾏｲﾅｽ 16 度を記録し、シカゴの動
物園ではﾏｲﾅｽ 26 度まで下がったため「ホッキョクグマを屋外に出さない
ことを決めた。」という笑えないニュースが報道されています。
エジプトのカイロにも数十年ぶりに雪がつもり、日本でも、強い寒波の

ため、厳しい寒さが続き、日本海側では大雪が降っています。この原因の
一つに「地球温暖化」があるといわれています。赤道付近の海水温が平年
より高く、湿った空気が上昇し、その空気がチベット付近で下降して発達
した高気圧となります。そこを通る偏西風が蛇行することによって日本付
近に厳しい寒気が入りやすくなっている
のだそうです。
しかし、厳しい冬のあとには必ず春が

やってきます。いよいよ 3 年生にとって
は、進路決定に向けて一番大切な時期を
迎えます。寒さに負けず、健康に留意し
て、蓄えた力を充分に発揮してほしいと
思います。
１・2 年生も新しい学年を迎える準備を着々と進めていってください。
・家に着いたら「手洗い・うがい」
・バランスのよい食事を心がけ、抵抗力 UP!!
・換気に気をつけ、暖かくして十分な睡眠を !!

体験型防災訓練を行いました
1 月 21 日(火)6 時間目に、体験型防災訓練を行いました。栄消防署の方々を

お招きして消火器体験、避難用救助袋の体験、煙体験をしました。そのときの
様子をお知らせします。

消火器体験 避難用救助袋体験 煙体験 (よく見えません)

市中学校個別支援学級・
特別支援学校合同学芸会

1 月 30 日(木)に西公会堂で合同学芸会が行われ
ました。庄戸中は、相田みつおさんの詩の朗読を
しました。

7 人が力を合わせて大きな声で堂々と発表する
ことができました。 (会場(西公会堂)の前にて)



校内書き初め展
国語の冬休みの課題として取り組んだ書き初めが、1月 8日(水)から 18日(土)まで、

各教室に展示され、各学年の優秀作品が 22 日から 24 日まで地域交流室に展示
されました。一年の始まりに当たり、決意や思いなど、画仙紙に書かれた様々
なことばや筆遣いに苦労の跡が感じられ、個性豊かな作品ができあがったよう
です。各学年代表の作品は区の巡回展に出品され、栄区の各学校の優秀作品と
ともに、区内すべての中学校で展示されます。各クラスの優秀作品と本校の代
表作品は次の通りです。 (敬称略）
1 年生

1-1 石川 美里 宮澤 諒 森 美月
1-2 櫻井 悠妃 菅 和馬 松原 陽菜
1-3 田中 友菜 村上 太一

2 年生
2-1 伊藤 茉美 北野 花 杉山 悠 米田 七彩
2-2 阿部 浩史 園田 結都 田中 香月

3 年生
3-1 岩﨑 美月 郭 瓊敬 宮川 香鈴
3-2 池田菜々子 郡司 麻央 曽根 心

太字が学校代表です 櫻井さん 園田さん 郭さん の作品

作品展に出品しました
美術の授業で取り組んだ作品を全国教育美術展をはじめ、さまざまな作品展

に出品しましたのでお知らせいたします。(敬称略)
全国教育美術展

2-1 羽染 理彩(佳作)
神奈川県中学校美術展

2-1 合田 英樹(優良賞)
横浜市立学校総合文化祭

1-1 前地 美優 森 美月 1-2 松原 陽菜 佐藤 蓉果 1-3 森 美紅 坂本 晴康
2-1 米田 七彩 内田 悠真 北野 花 岩田 章寛 小川 未紗 坂口 拓也 井上 優
2-1 宮澤 陸 2-2 南條 仁美 菅澤まひる 牧野 遥香 伊藤 美乃 小林 悠人
2-2 田中 香月 藤間 海人
3-1 小倉 麻実 伊藤 修 田口 航也 武藤 彩乃 宮川 香鈴 岩﨑 美月

松岡 紅葉
3-2 小林 咲那 曽根 心 田村菜都実 郡司 麻央 近藤耀一郎 森 みずき

池田菜々子 関口 友梨
栄区美術科生徒作品展

1-1 平石 海斗 前地 美優 宮澤 諒 1-2 松原 陽菜 松田 璃音
1-3 森 美紅 坂本 晴康 秋吉 望乃 2-1 井上 優 須黒 芽衣 岩田 章寛
2-1 米田 七彩 2-2 牧野 遥香 小林 悠人 布施 駿 田中 香月
3-1 松岡 紅葉 宮川 香鈴 目黒 彩夏 遠藤 凜子
3-2 関口 友梨 田村奈都実 森 みずき 平井 哲也

２月の予定
平成２５年度も残り少なくなりました。２月の主な予定をお知らせいたします。

(3 年生関係)
3 日(月)・4 日(火) 学年末試験 10 日(月) 私立入試(～ 11 日)

11 日(火) 私立発表(～ 12 日) 19 日(水)～ 特別日課開始
20 日(木) 救急救命講習 24 日(月) 職業講話
26 日(水) 卒業遠足(ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ) 28 日(木) 公立共通選抜発表

行事関係は「しおり」でご確認ください。

※第 33 回卒業証書授与式は 3 月 13 日(木)です

(1・2 年生)
26 日(水)～ 27 日(木) 市学習状況調査 ※ 3/3(月)～ 5(水)学年末試験


