
 

平成 30 年度 

   横浜市立日野南中学校          平成３０年１１月１日 

                      

横浜市港南区港南台 4-37-1 ℡045(832)4726              
前期が終わり、後期がはじまりました 

 

 １０月５日（金）に前期終業式が行われました。半年間の学校生活の様子を振り返り、新たな

気持ちで新学期を迎えたことでしょう。 

 各学年の半年間の様子を、各学年の学級委員長が式の中で話してくれました。 

・今年度の学年目標は。「One for all All for one」です。一人ひとりが仲間を思いやる心を大切

にして、「これからの３年間、みんなが仲良く中学校生活を送っていかれるようにしよう」との思い

からこの目標を設定しました。目標達成のため、私たち学級委員会では、率先して声かけなどを行っ

てきましたが、授業前のチャイム着席や授業中の私語など、すべての人がメリハリのある行動ができ

ているとは言えないのが現状です。しかし、９月に行われた体育祭や、合唱コンクールにむけての練

習など、みんなで協力している面もあります。目標達成のため後期もがんばっていきたいと思ってい

ます。                            １年学級委員長 臼居 充穂 

 

・時が経つのは早く 2018年が始まって、もう半年も経ってしまいました。僕たち 2年生は充実した

時間を過ごせたように思います。進級して、1年生の時とは違ったクラス、違った先生、違ったクラ

スメートで迎えた自然教室。「希怒愛楽」という学年目標のもと、一人ひとりが自分の仕事をしっか

りとこなし、最高の思い出をつくることができました。先日行われた体育祭では、体育祭実行委員を

中心に、日々努力を重ね、クラス全体が一丸となって、全力を尽くすことができました。あと 2週間

で待ちに待った合唱コンクールがあります。今まさに、各クラスで練習していると思います。体育祭

で培った団結力を生かせるように頑張りましょう。そして、後期も「希怒愛楽」という目標をいまま

で以上に意識し、よりよい緑学年になるよう尽力していきたいです。 

2年学級委員長 中谷 心厚 

・私たち 3年生は「道～All is well～」という学年目標のもと、半年間生活してきました。この目

標通り、いろいろなことに積極的に取り組み、修学旅行、体育祭と、大きな行事でも成功をおさめて

きました。しかし、普段の生活としては、まだ最上級生としての自覚が足りない部分も多々あります。

例えば、去年からずっと言っていた「チャイム着席」や「他クラスへの侵入」「授業と休み時間のメ

リハリ」などです。あと５ヶ月ほどで、私たちは卒業します。来週から後期に入り、本格的に自分の

進路へ向け、集中しやすい環境をこれから学年全体としてさらにつくっていこうと思います。このメ

ンバーで過ごせるのはあと少しなので、残り少ない中学校生活をだれもが楽しめるような集団にして

いき、それぞれが決めた道へまっすぐと進んでいきたいと思います。 

３年学級委員長 大川 竜輝 

 １０月９日（火）から後期がスタートしました。前期の反省を活かして、日野南中生らしく生活を

送っています。 



 

 

 

 

  

創立４０周年記念 芸術祭が１０月１５日（月）から１８日（木）まで開催されました。 

 １５日（月）から１７日（水）、視聴覚室等で展示が行われ、１８日（木）は鎌倉芸術館大ホ

ールで、合唱コンクール、各団体の発表が行われました。 

 

 

 

 創立４０周年記念 体育祭が終わってまもなく、校内のあちこちから歌声が響き渡っていまし

た。「芸術の秋」を感じることができました。 

毎年合唱の練習では悲喜こもごものドラマが繰り広げられます。好き嫌い、向き不向きといっ

た各自の合唱に対するスタンス・思いも違うので、ぶつかり合う場面もたくさんあったようです。

それを乗り越えての本番の発表。いろいろあったからこそ、感慨も一入（ひとしお）だったこと

でしょう。ぶつかり合いを通して、逆に育った人間関係。これからの生活の中にこの経験が生か

されていくことを願います。 

 

 

             １組 銀賞  ２組 銀賞  ３組 金賞  ４組 金賞 

・自分たちのクラスでは、惜しくも金賞を取る事ができなかったけれど  、 

練習の成果が発揮できていたと思う。同じ学年でも、同い年なのにこん 

なに心が一つになるとすごいなと思った。本番までの練習も、前に立っ 

ている指揮者としてみんなに声をかけながら取り組めたと思う。本番で 

は、指揮もまちがえずに振り切ることができた。１年１組 原田 るい 

 

・合唱コンクール当日までしっかりと練習に取り組めたと思います。    

「こうしたらいい」や「今、できているところ」をしっかり把握して、 

「こうしたらいい」というところを重点的に練習できたと思います。当 

日も、自分たちは悔いなくできたと思います。ぜんぜん響かなくてびっ 

くりしたけど、楽しく歌えました。      １年２組 平岩 歩実 

 

・初めての芸術祭、合唱コンクールだったので、「未来へのステップ

の CDを家で聞いて音を確認したり、自分のパートのところを歌ってみ 

たりした。歌詞１つひとつに気持ちを込めて歌うことで、歌詞に込めら 

れた思いを伝えられたと思う。                 １年３組 磯 小波 

 

 

・日々の歌練で、最初は歌詞をまちがえたり、リズムがあわなかったり  

と、上手にはできなかったけど、だんだんと声もリズムもあってきて、 

合唱コンクールではとても良い合唱ができて良かったです。金賞をとれ 

てうれしかったです。                        １年４組 山下 咲弥 

 

・私は１年３組の「未来へのステップ」と合唱部をがんばりました。合唱部の先輩からお手紙を

もらって、うれしかったです。７組はトーンチャイムをしました。演奏したのは、「上を向いて

歩こう」と「糸」です。                                           １年７組 桐野 百愛 

合唱コンクール 

 

１年生 

 

平成３０年度 芸術祭 



 

 

１組 銀賞  ２組 金賞  ３組 銀賞  ４組 金賞 

・最初は女子の声量と男子の音と走らないことを目標に取り組み、１日  
１日とたつにつれて女子も男子も目標に近づいてきて、とてもうれしかっ  
た。合唱コンクールの前日の練習で「最優秀賞」とれると思った。結果は 
銀賞だったけど「～この広い海に、４２人の気持ちを乗せて～」を達成で 
きたと思います。               ２年１組 伊藤 楽唯 
 
・今年の合唱コンクールは、昨年よりさらにいいものになったと思う。最 
初は音が全く取れなかったり、みんなバラバラで、最優秀賞はとれないん 
じゃないかと思ったりもした。けれど、おたがいのパートを聞きあったり 
工夫した練習をしたり、「絶対に最優秀賞をとる」という気持ちで、クラ 
スみんなで団結していい結果を残せたので、本当によかった。 

２年２組 園田 恭佳 
 

・最初の方は、みんな声も出てなくて全く合唱になっていなくて、このま 
ま発表になってしまうのではないかと思ったけど、本番が近くなるにつれ 
て、声も出てきてどんどん上手くなっていった。金賞を取れなかったのは 
残念だったけど、本番では今までで一番上手く歌えたと思った。 

２年３組 平野 春音 
 

・今年はステージに立った時に「やるぞ」と急にやる気がどんどん出てき  
ました。歌っている時の緊張は過去最大レベルで緊張しました。でもとて 
も楽しく達成感がありました。来年もがんばります。 

２年４組 西村 遥希 
 
・僕は、「この地球のどこかで」を歌いました。７組はトーンチャイムをやりました。僕はミの
音、ラの音をやりました。僕は、トーンチャイムで、かっこよく演奏発表を行いました。 

２年７組 永田 晃奨 

 

 

１組 銀賞  ２組 金賞  ３組 銀賞  ４組 金賞 

・最後の合唱コンクールだったので、悔いの残らない合唱コンクールにし   

ようとずっと思いながら練習しました。賞はとれなくてもいいから、それ 
よりもみんなで協力して、最高の楽しい合唱コンクールにできたらいいな 
と思っていました。だから、今回そのことを実現できたのではないかと思 
い、本当に最高の思い出になりました。     ３年１組 成田 真唯 
 
・合唱練習では、一回一回の練習を大切に歌詞と自分を重ね気持ちを考え   
て歌えるように練習した。当日は、今まで練習してきたことを思い浮かべ      
ながら｢今｣の自分にできる最大限のことができて最優秀賞を取ることがで 
きて最高の思い出になった。           ３年２組 岡 遼輔 
 
・結果は惜しくも銀賞でしたが、今までで一番いい合唱ができたと思いま   
す。３年間で一番素敵な合唱コンになりました！！特別合唱団も、歌声が   

ホールに響いていてとてもきれいでした。    ３年３組 北川 結菜 
 
・体育祭で高めた団結力を合唱コンでも発揮することを目標にしていまし 
た。クレッシェンドやデクレッシェンドやｐｐなどにも注意し、課題点を    
改善するため日々切磋琢磨することが出来ました。本番では誰一人も怠る   
ことなく、団結力もかけることなく、３－４の最高の歌を届けられたと思 
います。最優秀賞は取れなかったけれど、みんなが楽しむのが一番だと思 
いました。                  ３年４組 塩川 瑚晴 
 
・合唱部の歌がきれいでした。合唱コンクールでは、今年は去年よりも指揮者を見て歌えました。 

３年７組 柳澤 晴音 

２年生 

 

３年生 

 



 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・吹奏楽部として参加しましたが、自分が思ったよりもみんなが声を出していて、楽器で大きな音を

出さなければいけないくらいの声量に驚きました。また、先生方が歌で参加するとは聞いていなかっ

たので、びっくりしました。                      ３年１組 小杉 陸斗 

・吹奏楽部として、一緒に演奏ができて良かった。一体感があって、会場全体に響き、演奏していて

とても楽しかった。またこのような機会があるといいなと思った。    ３年１組 大野 日南海 

・いつもは、吹奏楽部と合唱部だけですごくきれいで、かっこいいと思っていたけれど、今年は、有

志で男子もいっぱい集まってパートがきれいにわかれていて、とてもきれいだなと思った。 

３年２組 根本 澄玲 

・有志でとてもたくさんの人が出ていて、すごかったです。今までにないことでとても素敵でした。

毎日練習していてクオリティも高く、感動しました。          ３年２組 間宮 結菜 

・日頃から昼休みに特別合唱団の人たちがホールで歌っているのを見て、すごくがんばっているなと

思いました。当日も、みんな声が出て、さすがだなと思いました。    ３年３組 横田 真優 

・少ない時間の中でクオリティの高い作品にできました。音程の難しい部分も本番ではできたので良

いと思った。女声と男声の声が良いバランスだったと思っています。  ３年４組 井上 大翔 

７組 トーンチャイム 

 

創立 40周年記念合唱団 

 

英語・国際平和スピーチ 

 

 

合唱部 

 

PTA コーラス 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中交流会 １０月１２日（金） 

 日野南小、日野小、小坪小の６年生を対象にした授業体験と小学校の先生方を対象にした１年

生の授業見学を行いました。 

 ６年生は、国語、社会、数学、理科、英語の５教科の授業を受ける体験をして、その後、生徒

会執行部による学校紹介を聞きました。授業は、それぞれの教科で興味がもてる内容を考えて、

ゲームや実習などを取り入れた授業を展開しました。授業を受けた６年生は、有意義な時間を過

ごし、中学校生活の一端を味わうことができました。小学校の先生方には成長した１年生の姿を

見ていただきました。学校紹介も短い時間でしたが、熱心に聞く６年生の姿があり、入学してか

らの興味関心を膨らませていたことと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

吹奏楽部 

 

展示発表 

 



平成 30 年度 全国学力・学習状況調査結果（横浜市立日野南中学校） 
 平成３０年４月に中学３年生を対象に実施した全国学力・学習状況調査結果の概要を
お知らせします。 
国語・数学とも本校は全国や神奈川県、の平均正答率を上回り、理科はわずかに下回っ
ている状況でした。 
＜全国の正答率と比較して結果に特徴のある問題＞ 
国語Ａ（知識） 
全国よりも上回った問題・・・１９問 
・二つの意見の内容を一文で書き加える。 
・意見文の下書きに一文を書き加える意図

として適切なものを選択する。 
・本文の第六段落の説明として適切なもの

を選択する。 
・漢字を読む（技を磨く）など 

全国よりも下回った問題・・・１３問 
・図書だよりの下書きの構成を説明したも
のとして適切なものを選択する。 

・新聞紙の製造工程の一部を言い表したも
のとして適切なものを選択する。 

・漢字を書く（舞台のマクが上がる）。 
・適切な語句を選択する（立場の異なる両
者の主張は終始一貫して変わらず，最後
まで結論が出なかった）。など               

国語Ｂ（活用） 

全国よりも上回った問題・・・７問 
・複数の辞書を引用して「天地無用」の意
味を示す効果として適切なものを選択
する。 

・登場人物についての説明として適切なも
のを選択する。 

・文章中の表現について語った人物として
適切なものを選択する。など 

全国よりも下回った問題・・・３問 
・二人の質問の意図として適切なものを選

択する。 

・ロボットに期待することを述べて発表を
まとめる際の話の進め方として適切な
ものを選択する。など 

数学Ａ（知識） 
全国よりも上回った問題・・・２６問 
・具体的な場面で関係を表す式を，等式の
性質を用いて，目的に応じて変形するこ
とができる。 

・三角形の外角とそれと隣り合わない２つ
の内角の和の関係を理解している。 

・証明の必要性と意味を理解している。 
・座標平面上に点の位置を示すことができ

る。 
・最頻値は，資料の中で最も多く出てくる
値であることを理解している。など 

全国よりも下回った問題・・・９問 
・反比例について，グラフと表を関連付け
て理解している。 

・一次関数の意味を理解している。 
・折り目の線の作図と角の二等分線の関係

を理解している。 
・半円を，その直径を軸として回転させる
と，球が構成されることを理解してい
る。 

・見取図，投影図から空間図形を読み取る
ことができる。 など 

数学Ｂ（活用） 
全国よりも上回った問題・・・１１問 
・事柄が成り立つ理由を，構想を立てて説
明することができる。 

・事象を理想化・単純化することで表され
た直線のグラフを事象に即して解釈す
ることができる。 

・グラフから必要な情報を読み取り，事象
を数学的に解釈することができる。 

・不確定な事象の起こりやすさの傾向を捉
え，判断の理由を説明することができ
る。     など 

全国よりも下回った問題・・・３問 
・与えられた情報を分類整理し，不確定な
事象の起こりやすさの傾向を捉えるこ
とができる。 

・３つの計算の順番を入れ替えたときの計
算結果を数学的に表現することができ
る。 

・問題場面における考察の対象を明確に捉
えることができる。 

理科 
全国よりも上回った問題・・・１３問 
・事象と式の対応を的確に捉え、事柄が成
り立つ理由を説明することができる。 

・数学的な表現を事象に即して解釈し、的
確に処理することができる。 

・事象を図形間の関係に着目して観察し、
対称性を的確に捉えることができる。 

・筋道を立てて考え、証明することができ
る。 

全国よりも下回った問題・・・１４問 
・事象を数学的に解釈し、問題解決の方法
を数学的に説明することができる。 

・与えられた情報から必要な情報を選択
し、事象に即して解釈することができ
る。 

・資料の傾向を的確に捉え、判断の理由を
数学的な表現を用いて説明することが
できる。 

 



 

 

 

 

 

 

＜生活習慣・学習習慣（生徒質問紙結果より）＞ 

日野南中学校の３年生と、全国と比較して特徴的な項目を挙げると次のようになります。 

・朝食をきちんと食べ、毎日、同じ時刻に就寝している生徒の割合は全国・県と大きな
違いはないが、毎日、同じくらいの時間に起床している生徒の割合が少ない。 

・放課後は「部活動に参加している」・「友達と遊んでいる」と答えた生徒の割合が多
く、「家で、テレビやビデオ・DVD を見たり、ゲームをしたりインターネットをした
りしている」と答えた生徒の割合もやや多い。 

・週末は「部活動に参加している」・「友達と遊んでいる」さらに「家で勉強や読書を
している」・「学習塾など学校や家以外の場所で勉強している」と答えた生徒の割合
が多く、「家で、テレビやビデオ・DVD を見たり、ゲームをしたりインターネットを
したりしている」と答えた生徒の割合はやや少ない。また、「地域の活動に参加して
いる」と答えた生徒の割合はさらに少ない。 

・「自分には、よいところがある」と思っている生徒の割合は少ないが、「先生は、あ
なたのよいところを認めてくれている」と思っている生徒の割合は多い。 

・家庭で学校の宿題や授業の予習・復習をしている生徒の割合は少ないが、塾や家庭教
師を含んだ 1 日（月曜日から金曜日）当たりの学習時間が２時間以上である生徒の割
合が多い。 

・読書（教科書や参考書、漫画や雑誌はのぞく）をする生徒の割合が少ない。 

・新聞を読んだり、テレビやインターネットでニュースを見たりする生徒の割合は全国・
県と比較すると多い。 

・地域の活動に参加している生徒の割合は少なく、１，２年生までに受けた授業や課外
活動で地域のことを調べたり、地域の人と関わったりする機会があったと思っている
生徒の割合も少ない。 

・数学・理科の授業とも、「好きである」・「大切である」・「内容がよくわかる」と
答えている生徒の割合が多い。 

・数学について、「できるようなりたい」・「将来社会に出たときに役に立つと思う」・
「問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いている」と答えた生徒の割合が
多い。 

・理科について、「観察や実験を行うことが好きだ」・「自分の予想をもとに観察や実
験の計画を立て、その結果をもとに考察している」と答えた生徒の割合が多い。一方、
「１，２年生のときに受けた授業で、自分の考えを発表する機会では、自分の考えが
うまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表したと思う」・「生
徒の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりできていると思う」
と答えた生徒の割合は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣・学習習慣（生徒質問紙結果より）の考察 
基本的な生活習慣は身に着いていると思われます。地域の行事やボランティア活

動に参加している生徒の割合は全国・県とあまり違いませんが、全体的に地域や社
会に対する関心は低いです。 
一方、学習に対しては意欲的な生徒が多く、学習塾などに通う生徒の割合も高い

です。分からない問題に対して、諦めずに色々な解法を考えたり、自分の考えや考
察をまわりの人に説明したり発表することが、これからの課題だと思われます。基
礎的な知識及び技能の定着をこれまで通り図るとともに、能動的な学習を通して、
主体的に考え、意欲的に学び続ける態度を育てていけるよう、魅力的な授業づくり
に努めていきます。 

調査結果から考えられる授業改善の視点 
・基礎的な知識及び技能の習得を図るとともに、知識及び技能を活用して課題を解
決する授業展開を行う。 

・学んだことを生かそうとする生徒の育成のために、教科等の枠を超えて育成を目
指す資質・能力を明確にする。 

・身に付けた力を自覚させるために、目標を明確にし、何ができるようになり、ど
のように学んだかを振り返るような授業にする。 



 


