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認め合える交友関係を 

校 長  狩 野 久 幸  

今年もカルガモのヒナが誕生しまし
た。親子で中庭を歩き回る姿は愛らし
く、生徒達も見入っていました。 

３年修学旅行、２年自然教室、１年

野島遠足が数々の成果をあげて、無事
に終了しました。校外行事を通して、
交友関係が広がり、クラスや学年の絆
も深まったのではないでしょうか。 

中学校時代にたくさんの友だちを
作ることは大切なことです。人間が生
きていく上において友だちの存在は
とても大切です。友だちからは元気を
もらうことができます。安心をもらう
ことができます。色々なことを教えてもらうこともあるでしょう。成長していく
うえでたくさんの刺激を与えてくれます。そんな大切な存在ですが、不適切な感
情表現が予期せぬけんかや衝突を生み、いじめなどにつながってしまうことがあ

ります。最近では不適切なメールを送ってしまい、トラブルに発展してしまうこ
とがあります。ＳＮＳ上のトラブルも起きています。そこで本年度は、県警本部
より講師をお招きして、ネットとのかかわり方を学び、考える機会を設けました。 
☆７月 ２日（月）１５時 体育館 地区懇談会【保護者、地域、教職員対象】 
☆７月１０日（火）６校時 体育館 全校集会「ＳＮＳについて」【生徒対象】 

 
友だちとのトラブルは避けたいものです。そこで以前、感情をコントロールし

て、冷静に気持ちを伝えるための手法を紹介しましたが再度紹介します。  
 心の信号機  イライラする 落ち着かない 我慢できない そんなときには… 
【赤】…止まれ！ 深呼吸を３回 気持ちが落ち着くまで待ちましょう。  
【黄】…よく考えよう！ ひょっとしたら…もしも… 仕方のない事情や理由
がないか考えましょう。そしてどうすればうまくいくか、方法を考えましょう。 
【青】…やってみよう！一番いいと思う方法をやってみましょう。気持ちを伝

えるときには「You(あなた)メッセージ」でなく「Ｉ（私）メッセージ」で。 
〔例〕おまえは何で返してくれないんだ（でなく）→私は返してほしかった。 

 
友だちといっても一人ひとり人間は違います。それが個性です。自分と共通す

るところもありますが、自分とは違うところも多いものです。ですから、交友関
係を円滑に保つためには、『お互いの違いを認め合うこと』がとても大切です。
違いを認めることがその人をより好きになり、自分自身の幅を広げることにつな
がるのです。お互いどうしを認め合い、よりよい交友関係を築いていきましょう。 



平成３０年度　学校配当予算執行計画書
横浜市立秋葉中学校

（単位：円）

【学校運営振興費】

予算費目 予算配当額 予定執行額 執行予定内容

報償費 280,000 87,000 謝金、見舞金,等
消耗品費 8,256,000 8,202,362 30,000円未満の物品、
食糧費 50,000 10,000 来客接遇用茶
印刷製本費 134,000 70,000 校名入り封筒印刷
修繕料 148,000 148,000 金木工室天板修理、楽器修理
通信運搬費 123,000 175,240 郵券、大会等生徒交通費他
手数料 60,000 113,080 図書装備、ピアノ調律等
委託料 137,000 200,000 廃棄物収集運搬
使用料及び賃借料 1,057,400 1,270,000 自然教室バス代、生徒病院移送代等
学用器具費 2,510,000 2,396,158 30,000円以上の物品
図書費 1,142,000 700,000 生徒用図書
負担金等 24,000 4,000 各種負担金
小破修繕（施設） 800,300 1,345,860 校舎・設備等修繕
小破修繕（手数料） 30,000 30,000 校舎・設備等修繕
校地小破 64,500 64,500

合計 14,816,200 14,816,200

【流用できない費目】

予算費目 配当額 執行予定内容

施設入場料 38,000 職員施設入場料
燃料費 201,000 灯油、刈払機用混合ガソリン

【特別配当】

予算費目 配当額 執行予定内容

工事請負費（施設） 591,840 スロープ修繕
工事請負費（校地） 123,120 スプリンクラー修理
スピーチコンテスト担当校 8,000 戸塚区スピーチコンテスト区審査会用

※光熱費の予算配当額は教育委員会よりまだ通知がきていません。

平成２９年度　学校配当予算決算報告書
横浜市立秋葉中学校

（単位：円）

【学校運営振興費】

予算費目 配当予算額
流用・追加配
当後の額

決算額 執行内容

報償費 280,000 85,911 82,751 謝金、卒業証書筆耕等

消耗品費 8,062,000 7,346,491 7,345,777 3万円以下の物品、コピー代等

食糧費 50,000 7,356 7,356 来賓接遇用お茶

印刷製本費 132,000 54,972 54,972 校名入り封筒印刷

修繕料 144,000 18,144 18,144 洗濯機修理

通信運搬費 123,000 227,539 152,043 郵券、大会等生徒交通費等

手数料 60,000 185,716 137,116 図書装備、ピアノ調律等

委託料 137,000 408,240 406,080 廃棄物収集運搬処理、放送機設定

使用料及び賃借料 965,000 1,042,075 1,019,255 自然教室バス代、生徒病院移送代等

学用器具費 2,460,000 2,459,061 2,459,061 体育館スクリーン、プロジェクター等

図書費 1,107,000 761,195 761,195 生徒用図書

負担金等 24,000 3,400 3,400 負担金

施設小破 830,300 1,998,540 1,998,540 会議室床修繕、格技場木製扉設置他

校地小破 64,500 0 0
14,438,800 14,598,640 14,445,690

【予算流用できない費目】

予算費目 配当額 決算額 執行内容

施設入場料 38,000 0
燃料費 250,000 200,016 灯油、草刈り機用ガソリン

【特別配当】

予算費目 配当額 決算額 執行内容

道徳副読本購入 210,600 203,550 道徳副読本
コンピュータ整備事業 440,000 439,959 タブレット端末、無線LANアクセスポイント
工事請負費（校地） 347,220 347,220 スプリンクラー修理、中庭床修理
工事請負費 1,588,680 1,588,680 プログラムタイマー、和室改修、校舎裏汚水桝改修

【光熱費】

予算費目 配当額 執行額

電気 6,184,000 7,040,950
ガス 635,000 762,016
水道 6,355,000 6,467,554
プール 3,245,000 4,629,364 ※電気・水道は秋葉小・秋葉中合計



修学旅行に行ってきました

修 学 旅 行 修学旅行実行委員長

私が実行委員長になり苦労したことは、話し合いで出た意見をうまくまとめることがで

きず、話し合いを長引かせてしまったことです。準備委員の頃から何度も行ってきた話し

合いでは、みんなの意見が衝突し合い、服装や生活のルールを決めるのにとても時間がか

かってしまいました。しかし、先生方のサポートもあり、根気強く話し合いを続けた結果、

なんとか意見をまとめ、修学旅行を迎えることができました。準備委員会と実行委員会の

努力が、しおりという形で一つにまとまったことは本当にうれしかったです。

実行委員はもちろん、学年みんなの努力と協力で、３日間の修学旅行が大きなトラブル

もなく、みんなが笑顔で楽しんでいました。そんな様子を見て、修学旅行実行委員長にな

って良かったと充実感を味わうことができました。

学年のみんなで修学旅行に行ったということはもちろんですが、私にとっても初めての

京都・奈良での体験は、驚きや感動で満ちあふれていました。

それでは、その一部をご覧ください。

奈良公園で鹿と遭遇 清水の舞台ただいま工事中 １０円・・平等院をパチリ

信楽焼 修行中 八つ橋 製造中 茶道の極意 取得中



Ｐ Ｔ Ａ 総 会 ・ 学 校 説 明 会

５月２５日（金）にＰＴＡ総会と学校説明会が開催さ

れました。当初は視聴覚室を予定していましたが、参加

人数の多さから、体育館に場所を変更して行いました。

ＰＴＡ総会では、２９年度の報告と３０年度の計画・

予算。学校説明会では、３０年度の教育課程・防犯・年

間行事予定とともに、評価評定・各教科の目標・評価基 地震等の災害時を想定した

準・年間計画の説明がありました。 引き取り訓練がありました。

いよいよ平成３０年度が始まると実感する会となりま 初めての試みでしたが、ご協

した。秋葉中の子どもたちが充実した日々を送れるよう、 力、ありがとうございました。

様々な面から支援ができればと思っています。保護者の いざという時の心構えは常

皆様におかれましても、ご理解とご協力をお願いいたし に必要だと感じました。

ます

６ 月 の 予 定

６月 ８日（金） 学習相談

１１日（月） 【部活動休養日】

１２日（火） 前期中間テスト（英・社・美）

【部活動休養日】

１３日（水） 前期中間テスト（理・数・国）

【体育着・水着販売】

部活動写真撮影

プール清掃

１４日（木） 【水着販売・交換】

２１日（木） 第３４回体育祭

２６日（火） 【体育着販売】

生徒専門委員会

２７日（水） 平和スピーチコンテスト校内選考会

２８日（木） 中央委員会

７月１０日（火） 【体育着販売】

１１日（水）・１２日（木）・１３日（金）・１７日（火） 個人面談


