
◆学びへの飽くなき探究心を持つ人材の育成◆自ら考え、自ら行動する力の育成◆未来を切り拓く力の育成 
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 ４月６日、しだれ桜に迎えられ新入生１６０名が入学しました。1 年生のクラスに授業を見に行

くとあいさつが気持ちいいです。2 年に進級した 6 期生は先輩として新入生を面倒見てあげてほし

いものです。最上級生となった 5 期生は南高附属中をしっかりリードしてください。 

 生徒たちは新年度を迎えて、気持ちを新たにして真剣に授業に取り組んでいます。そして職員も

勉強しています。４月１６日（月）に本校の学校経営アドバイザーである横浜国立大学名誉教授 

髙木 展郎先生をお招きして、「新学習指導要領と中高連携、高大接続」というテーマで中高合同

の研修会を行いました。当日の髙木先生の講演資料で示されていたことの一部をご紹介します。 

〇大学入学者選抜においては、高等学校学習指導要領に基づいて育成された資質・能力をより的

確に評価する必要がある。 

〇高大接続については、それを推進するために、大学入学共通テストにおいて、言語活動を通じ

て育成された資質・能力を的確に評価することが重要である。特に、記述式問題を導入し、よ

り多くの受検者に課すことで、高等学校での授業が「主体的・対話的で深い学び」に向けて改

善される。 

この「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善は、中学校の新学習指導要領でも同

様に示されています。つまり中高共通の視点で授業改善を図っていくことが求められています。 

今回の研修会では、髙木先生の講演の後、高校の教育課程担当の先生から大学入学共通テスト導

入に向けた当面のスケジュールや試行テストの状況、自校における授業改善の進め方などが説明さ

れました。そして最後は、中高合同の教科会を行い 6 年間を見通した学習指導等について話し合い

ました。 

このように中学校の職員も高校と合同の研修で大学入試の動向や高校での学習について理解を

深めています。今年度も、南高・南高附属中に入学した生徒が、社会に出てから生かせる資質・能

力を身に付けることができるよう中高連携して授業改善を図ります。 
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今年もたくさんの先生方に授業を担当していただきます。毎時間のはじまりと終わりの挨拶を大切にし、 

学びの多い授業を先生方と一緒につくっていきましょう。下記以外の多くの先生方にもお世話になります。  

 

※１ 斜体字は高校の先生です。 

※２ 英語と数学は２クラスを３グループに分けて、少人数で学習します。  

 １組 ２組 ３組 ４組 

担任 福田 由美 阿部 卓 大澤 信夫 宇賀神 理恵 

副担任 青木 裕介 梶ヶ谷 朋恵 梶ヶ谷 朋恵 青木 裕介 

国語 福田 由美 福田 由美 福田 由美 海崎 隆徳 

社会 青木 裕介 青木 裕介 青木 裕介 青木 裕介 

数学 

宇賀神 理恵 

川﨑 真悟 

古谷 知農 

川﨑 真悟 

中山 優 

古谷 知農 

川﨑 真悟 

宇賀神 理恵 

古谷 知農 

宇賀神 理恵 

中山 優 

古谷 知農 

理科 
大澤 信夫 

寒川 浩 

大澤 信夫 

寒川 浩 

大澤 信夫 

寒川 浩 

大澤 信夫 

寒川 浩 

音楽 芳賀 裕子 芳賀 裕子 芳賀 裕子 芳賀 裕子 

美術 前田 純治 前田 純治 前田 純治 前田 純治 

保健体育 

間宮 英美 

小野寺 啓司 

粟ケ窪 喜一 

間宮 英美 

小野寺 啓司 

粟ケ窪 喜一 

小野寺 啓司 

粟ケ窪 喜一 

西山 恵美子 

小野寺 啓司 

粟ケ窪 喜一 

西山 恵美子 

技術 大越 重信 大越 重信 大越 重信 大越 重信 

家庭 
島袋 十和子 

松島 律 

菊池 智美 

島袋 十和子 

菊池 智美 

松島 律 

菊池 智美 

島袋 十和子 

英語 

梶ヶ谷 朋恵 

阿部 卓 

西本 かなこ 

今西 由美子 

Dustin Cassidy 

阿部 卓 

徳永 上総 

今西 由美子 

Dustin Cassidy 

阿部 卓 

今西 由美子 

平石 寛子 

Dustin Cassidy 

梶ヶ谷 朋恵 

阿部 卓 

 西本 かなこ 

平石 寛子 

Dustin Cassidy 

 

学級、教科の先生を紹介します！ 



 

 

 

 今年も６月にみなとみらいホールを舞台に、合唱コンクールが行われます。昨年は学年合唱の形式で参加しました。

今年は２年生、いよいよ学級単位での参加となります。各クラスの合唱曲が決定しました。 

 

各クラスとも文化委員さんたちが、短い準備期間で、音楽科の芳賀先生から推薦していただいた１２曲の中から自

分たちのクラスに合うものを絞り込み、クラスに提案しました。そしてクラス全員で候補曲を聴き、意見を出し合い、希

望の曲を選び出しました。なんと、今年度の各クラスの第一希望曲は、4 クラスとも重なりませんでした！４クラスのカ

ラーがとりどりであることが伝わってきます。どの曲も歌いがい、練習のしがいのあるものばかり。これからの 2ヶ月で、

4 クラスそれぞれの曲がどのように育っていくのか楽しみです。 

 

また、今年度の合唱曲はＥＧＧゼミ学習とも深く関わってきま

す。２年生のＥＧＧゼミは第Ⅰ期「芸術的な作品の制作」、第Ⅱ・

Ⅲ期「ミニ論文づくり」「ウェブページの作成」、第Ⅳ期「英語での

プレゼンテーション」の４期に分かれて、さまざまな表現方法の

習得をねらいとした学習をしていきます。 

その中の第Ⅰ期「芸術的な作品の制作」は、各クラスの合唱

曲の「歌が伝えようとしていること」を、いわゆる「スピーチ」や「説

明」という言語表現ではなく、さまざまな芸術的な表現方法を用

いて伝えることを目指しています。各クラス８班に分かれて活動

します。 

 

4 月 21 日の土曜ＥＧＧでは、第Ⅰ期ＥＧＧゼミ第１回目として、歌詞を

国語辞書や国語便覧を片手に読み込み、さらにインターネットを利用し

て題名や作詞者、作曲者について、歌詞の背景などを調べて「歌が伝え

ようとしていること」をつかむ、という学習を展開しました。今後、「歌が伝

えようとしていること」をクラスで共有し、各グループがその歌からのメッセ

ージをどのような方法で表現していくかを検討していきます。 

 

合唱コンクール本番は６月１２日（火）、ＥＧＧゼミ第Ⅰ期発表会は６月１６日（土）です。１年生のときの新聞づくりや

ポスターセッションとは異なり、準備活動期間が長くありません。限られた日程の中で、どれだけ豊かな発表ができる

か、みなさんの自由な発想の「やわらか頭」と、計画性、そして行動力に期待しています。この第Ⅰ期「芸術的な表現」

は９月の南高祭展示の部のクラス展示へ発展していきます。 

 

１組：『黒い瞳』     中村千栄子 作詞、岩河 三郎 編曲（ロシア民謡） 

２組：『親しらず子しらず』山本 和夫 作詞、岩河 三郎 作曲 

３組：『君とみた海』   若松 歓  作詞、作曲 

４組：『春に』      谷川俊太郎 作詞、木下 牧子 作曲 

合唱曲決定！＆ＥＧＧゼミ第Ⅰ期始動！ 

歌詞を読み込み中！ 

インターネットで読み込み資料検索中！ 

 



 

 

 

 4 月 16 日（月）道徳では、2 年生になって 10 日が経ったところで、教室で

『附属中 6 期エンカウンター研修』を行いました。新しい友だちとどれぐらい

関われているか、ちょっとふりかえり、1年生の時のＰＡＡやエンカウンター研

修をイメージしながら、新しい友だちと関わっていくきっかけづくりを目指しま

した。 

 去年の友だちづくりは、本当にゼロからのスタートで、みんな不安で緊張し

ていたことと思います。今年はその緊張こそないけれど、まだクラスの中はよ

く知っている人と、これから知り合っていく人とのまだらな状態です。この 40

人で新しいクラスを作っていきます。今回は「サイレントで誕生日順に並ぶ」「君はどっちがうれしいタイプ？」「謎解き」

のワークに取り組みました。これからは毎日のなにげない会話や係活動や行事の準備を通して、もっともっと 40人が

つながっていきましょう。今年も 3月に、すてきな 4 クラスができあがりますように！ 

 

1 組：あああああ 問題は全然解けなかったけれど、楽しかったです。誕生日順に並ぶのは、ＰＡＡで丸太の上でや

ったのを思い出して懐かしかったです。「君はどっちがうれしい？」の時に、やったことのない人とできて、女子だけじ

ゃなく男子ともできて仲が深まったと思いました。 

1 組：あああああ 誕生日で並ぶことや、 「君はどっちがうれしい？」のタイプ診断では、話したことがない人と話すこ

とができた。クイズでは、みんな頭良いなぁ～と思った。これからよりよい学校生活が送れるようにしたい。 

2 組：あああああ あまり話したことのない人とも話せたり、一緒になぞなぞを解いたりしてコミュニケーションがとれた

のでよかった。自分から話しかけに行くこともできたのでよかった。でもあまり話したことのない人もいるので、今日み

たいに自分から話しかけてみたい。 

2組：あああああ 普段あまり話さない人とも話すきっかけができてよかった。早くクラスの人と話をしたりして 2年 2組

に溶け込めるようになりたい。 

3 組：あああああ いつもは声をかけるタイミングを見てしまうが、「君はどっちがうれしい？」の時にノリでたくさんの人

と話すことができた。グループ作りの時にも初めて話した人がいたので、いろいろな人と関われてよかったです。 

3組：あああああ 面白い人がたくさんいるなと思った。全然しゃべったことのない人ともしゃべって、仲を深めることが

できてよかった。少し友だちの輪が広がったと思えてよかった。個性豊かだな、と思った。 

4 組：あああああ あまり話したことのない人とも協力することができた。グループでは、問題を分担して解き、さらにグ

ループの人が納得できるように説明しあうことができた。助け合いながら活動できてよかったし、楽しかった。これから

も協力していきたいと思った。 

4組：あああああ 最後の問題は、正解には一歩およばなかったが、全員で参加でき、楽しく取り組めたのでよかった。

他の人のひらめきには驚かされたことが多かった。 

 

お知らせ 

５月２日（水）授業参観・教育

課程説明会・部活動顧問紹介を

行います。副教材集金も同時に

行います。よろしくお願いいた

します。 

新しい友だちとの出会い 

ＢＯＳＳ子のつぶやき 

 ２年生の１年間がスタートしました。年度のスタートを迎え

るにあたって、２年の先生方と共に、６期生に目指してほしい姿

を考えました。そして、学年集会で話した初のメッセージは、「自

分はしっかりやっている」から「みんなで作る良い集団」へ。１

年間自分のことをしっかり出来ていた皆さんだからこそ、次の

ステップがあります。２年目はどんな成長が見られるかな？？ 

  

サイレントで誕生日順に並び中！ 


