
 

 

 

 

 

 

 

新たなスタートを                   校長  栗 田 智 則  

夏休みが終わり、子どもたちの元気な声と笑顔が校舎に戻ってきました。「学校での熱中症事故

を避けるため、文部科学省は高温時の臨時休業や夏休み期間の延長などの対応を検討するよう求め

る通知を都道府県教育委員会などに出した。」という報道がありましたが、横浜市はすべての市立

学校の普通教室に空調設備が導入されているので、予定通りに新学期をスタートすることができま

した。700 名を超える全校生徒を体育館に一斉招集することは、二学期始業式も回避して、７月の

一学期終業式と同じように、空調のきいた教室で放送による式を行いました。残暑厳しい日がまだ

まだ続くことが予想されます。また、大気の状態が不安定なためにおこる落雷や、ゲリラ豪雨等に

も十分に警戒をしながら、体調面に注意をして、賢く生活をしていきたいものです。 

 さて、「本気の夏、100 回目」のキャッチフレーズで第 100 回全国高校野球選手権大会が、阪神

甲子園球場で行われました。第 1 回大会が 103 年前、戦争があったために開催できなかった空白の

時間を思うと、同じ惨禍がおきないように努めたいと改めて考えさせられました。史上初二度目の

春夏連覇を果たした大阪桐蔭高校や、雑草軍団と注目を浴びて準優勝した金足農業高校など、どの

学校にもそれぞれのドラマや熱い想いがあり、今大会も多くの感動を発信しました。高校球児をも

つ母親の回想を読みました。一度もレギュラーになれなかった子に「なかなか試合に出られないね。

もうやめたら？」と言ったら、その部員は「レギュラーだけが選手じゃない。９人が全力で安心し

てプレーできるのも陰で働くみんながいるからだろ。その陰の場で自分はいっぱい学ぶことがある

んだ」と。何事にも懸命に取り組む姿は、間違いなく人を成長させると改めて感じた記事でした。 

今年の夏も部活動の大会やコンクールが実施され、釜利谷中学校の運動部や文化部も区大会をは

じめ市大会・県大会・関東大会等で活躍をしました。時間が許す限り、応援や鑑賞に出かけて、子

どもたちの懸命に取り組む姿を見て多くの感動をもらい、涙腺のゆるむ場面もありました。どんな

大会でも、勝ち続けて終わるチームや学校は優勝をしたところだけです。それ以外はすべて敗退で

終わります。その敗退から何を感じ、何を学び、次にどのように生かしていくかが重要になります。

特に引退を迎える３年生には、部活動に打ち込んだ時間をぜひとも誇りに感じてほしいものです。  

二学期のスタートにあたり具体的に「目標」を決めて、さまざまなことに取り組んでいこうと子

どもたちに話をしました。「今学期は“これ”をがんばっていきたい」と決めることで生活のリズ

ムも出てきます。一学期を振り返りながら、決意も新たに新学期のスタートをきってほしいと願っ

ています。約一週間、学級担任中心に教育相談を実施しながら、一人ひとりの声に耳を傾けて、子

どもたちを激励していきたいと考えています。二学期も、総合防災訓練、文歌祭（横須賀芸術劇場）、

２年職業体験学習、生徒会役員選挙等、二度の定期テスト（中間・期末）を含めてあらゆる学習活

動が予定されています。学校教育目標の柱である「人との関わり」「生きるための学び」「心と命」

を大切にする力を、子どもたちが身に付けていけるように教職員一同支援してまいります。 

保護者・地域の皆さまには、今後ともご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 
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◇夏の大会・コンクールの結果 （敬称略） 
 

卓球部  

    市総合体育大会   男子団体戦 優 勝 

    横浜合体育大会   男子個人戦 第三位 二名  第九位 一名（以上県大会出場） 

    校総合体育大会   女子団体戦 準優勝 

    校総合体育大会   女子個人戦 第九位 三名 

第十七位 三名（以上県大会出場） 

県総合体育大会  男子団体戦 第四位（関東大会出場） 

神奈川県中学校総合 体育大会 男子個人戦 第九位 一名（関東大会出場） 

神奈川県中学校総合体 育大会 女子団体戦 第三位（関東大会出場） 

関東中学校卓球大会      男子団体戦 予選リーグ三位惜敗 

関東中学校卓球大会      男子個人戦 一回戦惜敗 

神奈川県中学校総合体育大会  女子団体戦 予選リーグ二位惜敗 
 

男子バスケットボール部  

市総合体育大会  第三位 

県総合体育大会   第五位 
 

女子バスケットボール部  

市総合体育大会  第三位 

県総合体育大会   第五位 
 

女子バレーボール部  

市総合体育大会  ベスト 32 
 

バドミントン部  

    市総合体育大会 金沢区大会  

男子シングルス  第三位 二名 
 

陸上競技部  

県選抜陸上競技大会 女子走高跳４位入賞 （1m55cm） 

県通信陸上競技大会 女子走高跳４位入賞 （1m54cm） 

区中学校陸上競技大会 男女総合優勝 
 

野球部  

市総合体育大会  二回戦惜敗（対共進中）  
 

サッカー部  

市総合体育大会  一回戦惜敗（対中川西中）  
 

硬式テニス部  

県新人テニス大会 男子シングルス 本戦出場 一名 

県新人テニス大会 男子ダブルス  本戦出場 一ペア 

県新人テニス大会 女子ダブルス  本戦出場 一ペア 
 

吹奏楽部  

県吹奏楽コンクール予選 横浜吹奏楽コンクール中学校 A 組 銀賞 

7/26 神奈川県民ホールで演奏しました。 

課題曲「吹奏楽のための３つの民謡集より Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」 

   「Three Falk Song Settings for Band Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」 



合唱部  

TBS こども音楽コンクール 神奈川県厚木地区大会 優秀賞 

8/9 厚木市文化会館で歌いました。 

   女声四部 曲目「おんがく」 
 

演劇部  

８/１に横浜市中学校演劇発表会（臨海地区大会） 

磯子公会堂で上演しました。 

演目「神に願って、紙散らかして」 
 
美術部  

我ら海の子展    大川遥菜 （2 名出展）  

未来に残そう蒼い海コンクール （１名出展）  

薬物乱用防止キャンペーン in 横浜 （2 名出展） 

世界こども絵画コンクール   （１名出展） 

金沢区交通安全のぼり原画   （１名出展） 
 

将棋部  

11 月 4 日に沢木谷中央公園で開催予定のパークタウン自治会秋祭りで「釜中将棋部との対局」 

うコーナーを設置していただいて、部員が参加したいと思います。 
 

＜個人参加で活躍しました＞ 

 ○空手  

     ドリームフェスティバルオープントーナメント国際大会 2018 

     組手 中学三年生女子の部 優勝 

     型  中学生女子の部  第三位 
 

 ○水泳  

     50M 自由形 関東中学校水泳大会出場 
 

 ○エアロビクス  

     全国こどもチャレンジカップ第 11 回全国大会 ユース部門 優勝 

     全日本学生エアロビック選手権大会     中学生部門 優勝 

     SUZUKI JAPANCUP  

全日本総合エアロビック選手権大会東日本地区神奈川県代表 

 

◇夏休み期間中、中学生がお世話になりました。                 
 

夏休み中の地域行事に、子どもたちが大変お世話になりました。７月 21 日のニューライフの夏祭りを

皮切りに、21 日 22 日の手子神社祭礼では宿・白山道・坂本の御輿を担がせていただきました。また、8

月に入り、坂本・宿・白山道・北谷の納涼盆踊りやレイディアントシティ自治会サマーフェスティバル

など多くの地域行事に中学生の地域での顔を見ることができました。８月 10 日に横浜市立大学シーガル

ホールで開催された金沢区交通安全・防犯のつどいでは、美術部の作品が交通安全のぼりとして表彰さ

れました。8 月 23 日には、金沢白百合幼稚園で合唱部が歌や踊りを披露して園児たちを楽しませること

ができました。わが「まち」の子どもたちとして、貴重な経験をさせていただきました。 

 

 

 

 

金沢区交通安全・防犯のつどい 

 



◇「金沢区横浜子ども会議」が行われました。 

８月 28 日、金沢区横浜子ども会議が「だれにとっても居心地のよい学校づくり」 

というテーマで開催されました。会場となった金沢区役所三階の会議室には、区内 

の小中学校の代表と金沢高校の代表生徒が集まり、各中学校ブロックや高校で話し 

合った内容をポスターセッション形式で発表しました。 

横浜子ども会議は、平成 26 年度の第２回横浜子ども会議で策定されたテーマで 

ある「想
おもう

～相手と心から向き合うための具体的な取組」をもとに『横浜子どもアクション』として 

次の 3 つ（・一人ひとりにできること・学校でできること・まちの人とできること）を決議しました。 

そして、毎年、具体的な取組を充実させるために実施しています。本校生徒会長と釜利谷小・高舟台 

小・釜利谷南小の代表児童がわかりやすく説明をしたり、他の学校の説明を聞いて質問をしたりして、 

活発な意見交換がされました。どの参加者も自分たちが通う学校に誇りと自信をもっており、あいさ 

つ運動や交流を大切にしている様子が伝わってきました。 

 釜利谷中学校でも「未来永劫 釜利谷あいさつの足跡 つながるコミュニケーションの輪」という 

スローガンを生徒会本部が生徒総会で提案をして決議され、 

生活委員会を中心にあいさつ運動を展開しています。 

 

 

◇８月９月の主な行事予定 

８月３１日（金）総合防災訓練 教育相談最終日 

９月 ２日（日）おやじの会主催「流しそうめん会」 

９月 ３日（月）文歌祭委員会 

９月 ６日（木）専門委員会 

９月 ７日（金）生徒委員会 

９月１３日（木）小中連携授業研究会 

９月２７日（木）個別支援学級市合同体育祭 

９月２７日（木）中間テスト（国語・英語・理科） 

９月２８日（金）中間テスト（数学・社会・1,2 年美術 3 年音楽） 

９月２８日（金）２年職業体験学習事前訪問 

１０月１２日（金）児童生徒交流日 

１０月１７日（水）文歌祭（横須賀芸術劇場） 

 
 

   横浜市立釜利谷中学校の学校教育目標 

○人との関わりを大切にします。 

様々な活動、体験を通して周りの人への理解と協力の大切さを知り、集団へ貢献することの 

喜びを実感し、豊かな人間性を身につけられるよう支援します。 

○生きるための学びを大切にします。 

学ぶ楽しさと創り出す喜びを実感しながら基礎・基本を習得し、それを活用して表現する能 

力を身につけられるよう支援します。  

○心と命を大切にします。 

自他の生命を尊重し、健やかな心とからだをもち、粘り強さと望ましい生活習慣を身につけ 

られるよう支援します。 

 


