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やさしい心を持ち続けよう 

 
校 長  狩 野 久 幸  

 季節は初夏となり、通学路や中庭のアジサ
イが美しく咲き誇っています。 

先日、生徒総会が行われました。円滑な議事
進行、しっかりとした提案、活発な意見交換、
すばらしい生徒総会だったと思います。生徒総
会を受けて今後、各委員会の活動が本格化しま
す。全校生徒の頑張りに期待します。  

 
 秋葉中学校では学校教育目標〔徳〕〔公〕〔開〕

を次のように定めています。 
 
 

○あいさつを大切にし、社会への視野を広げ、共に生きる力を育みます。(公・開） 

○相手の人格を大切にし、正しく判断し行動する力を育みます。（徳）  

 

先月号に引き続き学習
状況調査の結果をみてみ
ると、左のグラフのような
結果でした。 
 「あいさつ」に関しては、
秋葉中の生徒はとてもし
っかりできています。 
◇あいさつは笑顔で自分 

から  
◇苦手な人ほどあいさつ 

で心と心のふれあいを 
これからも、気持ちのよい
あいさつを心がけましょ
う。 
 

相手の人格を大切にし、正しく判断し行動するためにはどんなことに気を付け
なければならないでしょうか。次のことを心がけてみてください。  

◇自分のわがままをむりに押し通さない。 ◇相手の気持ちを考える。 
◇人の意見にしっかり耳を傾ける。    ◇悪口や陰口を言わない。 
◇人によって態度を変えない。 

 親しくなってくると、どうしても甘えがでて、人間関係がぎくしゃくしがちで
す。軽率なメールを送ってしまい、ネットトラブルも起きているようです。不適
切な感情表現は衝突につながります。よく考えて、冷静に自分の気持ちを伝えま
しょう。全校生徒がやさしい心を持ち続け、誰もが気持ちよく過ごせる学校を築
いてほしいと願っています。生徒の皆さん、保護者の皆様、学校生活で困ったこ
とがあれば、遠慮なく早めに先生方かスクールカウンセラーへ相談して下さい。 
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1.学校運営費 秋葉中学校

15款3項2目

予算費目 予算額 決算額 執行内容

報償費 280,000 47, 364 卒業証書記名御礼、講師謝金、見舞金

消耗品費 8,091,000 8, 348, 434 各教科物品、文具、用紙等

食糧費 50,000 3, 952 来賓用お茶代

印刷製本費 132,000 111, 024 校名封筒印刷・フィルム現像料

修繕料 144,000 248, 853 顕微鏡修繕、ギター修繕

手数料 60,000 175, 074 図書装備・ピアノ調律

通信運搬費 123,000 229, 333 携帯電話通話料・物品運送料・切手代

使用料及び賃借料 910,000 980, 578 けが人病院移送タクシー代・自然教室バス代補助・モップ代

学用器具費 2,475,000 1, 853, 565 跳箱、卓球台、コピー機、フリューゲルホルン等

図書費 1,107,000 794, 351 図書室用図書代

小破修繕 830,300 1, 150, 027 校舎・設備等修繕、ｶﾞﾗｽ修繕、施設備品修繕

校地修繕料 64, 500 287, 440 敷地内の修繕（スプリンクラー等）

委託料 137,000 123, 336 大型ごみ処理、図書電算システム保守料金

負担金等 18, 600 0 各協議会会費等

学校巡回員報償費 200, 000 199, 000 巡回謝礼

燃料費 361,970 250, 063 特別教室ストーブ白灯油、草刈用混合ガソリン代

合計 14,984,370 14,802,394

1-2.学校運営費（追加配当）

消耗品費 34,236 34, 236 プール清掃促進剤

消耗品費（管理費） 156,492 156,492 生徒用机・椅子

小破修繕(特別配当) 373,680 373,680 校庭倉庫前排水改善工事

2.光熱水費

予算費目 27年度配当額 決算額

電気 7, 975, 894

ガス 643, 488

水道 7, 972, 4735, 743, 000
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自 然 教 室 に 行 っ て き ま し た 自然教室実行委員長

クラス替えから１ヶ月がたち、慣れてきたのクラス

や班での行動を通し、今までと違った人と交流する機

会となった自然教室でした。

私が、一番楽しみにしていたのは五右衛門風呂でし

た。身近にある風呂や家の風呂ととどう違うのか、疑

問に思ったからです。入る前からとても待ち遠しかっ

たです。いざ入ってみると、まわりの景色が違って見

えるほど、口では表現しがたい気持ちよさでした。

自然教室では、三日間にわたり野外炊事をしました。一年の時は遠足で行きカレー作り

をしました。今回はカレーづくり・ダッチオーブン・ホットドックと様々なメニューを経

験しました。いろいろな班を歩いて見て回りましたが、ど

の班にも共通していたのが、今回の自然教室のスローガン

である「いただきます～命に感謝を込めて～」を考え、食

べ物に感謝しながら食べ

ていたことです。前回の

遠足では軽んじていたそ

の気持ちが１日目、２日

目、３日目と活動を重ねるたびに、心に重く残っていっ

たと思います。野外炊事は、感謝・協調性・信頼等の気

持ちを学べるのでとてもいい経験となりました。

今回、三日間の活動では米・野菜・肉を勉強しました。家庭では、大体が買って食べま

す。当たり前のように、買うということは作る側がいるということです。今回の自然教室

を通じて、お金さえ払えば簡単に手に入り、作る側の苦

労を知らないで買っていた

食べ物を、三日間の活動で

苦労を知った分、食べ物に

より多くのありがたみをも

って接していきたいと思え

るようになりました。。

自然教室の目標は「自分たちの行動に責任を持ち、日常生

活のありがたみを学ぶ。」です。一人ひとりがホットステイ

先で、しっかりとルールを守り、行動に責任を持ち、炊事や

様々な活動を通して、食べ物・日常生活のありがたみをしっ

かりと学ぶことができたと思います。

今回学んだことや経験したことを自然教室でとどめて終わ

らせるのではなく、これからの行事や学校生活につなげてい

きたいです。



生 徒 総 会 が あ り ま し た

５月２７日（金）に生徒総会がありました。今年度は

椅子に座っての参加となり、長時間にわたる総会も集中

していました。生徒会本部

をはじめ、各委員会の年間

計画も承認され、いよいよ

平成２８年度の生徒活動が

動き出しました。

リーダーシップとフォロワーシップが発揮され、充実した

活動となり、成果が出ることを期待しています。

川上小学校と秋葉小学校の運動会がありました

５月２８日（土）に、川上小学校と秋葉小学校の運動会がありました。前日まで天候が

心配されましたが、当日は過ごしやすい気温となり、子どもたちの歓声と保護者の皆様の

応援が会場に響いた一日となりました。６月９日（木）は秋葉中学校の体育祭です。地域

・保護者の皆様の応援をよろしくお願いいたします。

６ 月 の 行 事 予 定

６月 ７日（火） 体育祭予行

９日（木） 第３２回体育祭

１３日（月） 尿検査

１４日（火） 中央委員会

１５日（水） 体育祭・秋葉祭実行委員会

１６日（木） よこはま子ども平和スピーチコンテスト校内選考会

１９日（日） ３年修学旅行（２１日（火）まで）

２２日（水） １年校外学習・３年振替休日

２８日（火） 公開授業・地区懇談会

３０日（木） 生徒専門委員会
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