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                   校長  栗 田 智 則  
 

昼夜の時間がほぼ等しくなるという秋分の日を過ぎて、グランドを吹きぬけていく爽やかな風か

らも秋の気配を感じる季節となりました。９月６日未明に発生した北海道胆振東部地震では、道内

全域がブラックアウトするなど甚大な被害となりました。今年度の修学旅行でお世話になりました

ニセコ周辺地域、そして卒業生がお世話になっていました長沼町周辺地域の民泊先の皆様の安否に

ついて、旅行代理店業者を通じて確認することができ、ひと安心しているところです。また、今夏

に日本列島へ近づいた台風でも、河川の氾濫や土砂災害など多くの被害を出しています。改めて、

被災された地域の皆さまに心よりお見舞いを申し上げますとともに、皆さまの安全と被災地の一日

も早い復興を心からお祈り申し上げます。いつどこが被災地となるかわかりません。いざというと

きにどのような行動をとればよいか、自分で判断し決断して適切な行動をとれる力を身に付けてい

くように、日ごろから教育活動を充実させていきたいと考えています。 

さて、「宮本武蔵」や「三国志」などの小説を執筆した作家の吉川英治氏が座右の銘としている

ものに「我以外皆我師」という言葉があります。「自分以外は全て、自分に何かを教えてくれる師

匠である」という意味です。吉川英治氏は横浜生まれで、家庭事情から小学校を中退、その後多く

の職業を次々変えながら、自分一人で、勉強や修行を続けて小説家になったそうです。著書の中の

「新書太閤記」に次の一節があります。『秀吉は、貧しい家に生れ、逆境に育ち、特に学問するな

ど教養を身に付ける時間はもたなかったために、常に、接する者から必ず何か一事を学び取るとい

うことを忘れない習性を備えていた。だから、彼が学んだ人は、ひとり信長ばかりでない。どんな

凡下な者でも、つまらなそうな人間からでも、彼は、その者から、自分より勝る何事かを見出して、

そしてそれをわがものとして来た』つまり、吉川氏は、自分を豊臣秀吉になぞらえて感じたのかも

知れません。さらに、とても尊敬に値しないような相手であり悪い人間であっても「あんなふうに

自分はなっちゃいけない」と「反面教師」つまり逆の意味の先生として捉えればよいのだと考えた

のでした。いつまでも「学ぶ心」を忘れずに、自分自身を向上させるためにも、すべてのことから

素直で謙虚な気持ちをもって「学ぶ」姿勢が大切だと感じます。 

校舎内には、文歌祭に向けて、各学級の男声女声が響いて聞こえてきます。学級で

選曲した合唱曲を創り上げるためには、さまざまなドラマがあることでしょう。お互

いに“耳の痛い話”をアドバイスし合うことも、ときにはあるかもしれません。 

「我以外皆我師」 一つのものを完成させるためには、自分自身の小さなこだわりを捨てて、周囲

の声に耳を傾けることが、成功への道になることがあります。一人ひとりの思いが結集したときに

は、ステージで歌っている自分自身が感動すると思います。その感動の波が聴衆にも伝わっていけ

るよう、よこすか芸術劇場での子どもたちの勇姿と感動的な合唱を期待しています。保護者・地域

の皆さまもお時間の許す限り、会場へ足を運んでいただけますと幸いです。 
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◇おやじの会 流しそうめん大会             

９月１日（日）おやじの会主催で恒例の流しそうめん大会が行われました。前日の土曜日には、

相澤利隆先生（本校元校長）のお宅の山から太い竹を切り出して学校に運び込みました。その竹の枝葉

を取って、二つに割き、節を削ってグラインダーを掛け、100％手作りの流しそうめんセットを準備

しました。 

当日は、たくさんの PTA のお母さま方にも応援をいただき、おやじの会とのコラボ企画のように

盛り上がりました。調理室でそうめんをゆでて、次々と中庭に運び、流しそうめんが始まりました。

準備した竹のセットも順調で、さらさらと下る水とともに、すべるように流れるそうめんに、参加

した子どもたちは競い合うようにとびついていました。部活動の行きや帰りに寄った生徒も含め、

たくさんの人でにぎわい、とても楽しい時間となりました。片付けを手伝ってくれた生徒もいて、

今年も温かい雰囲気に包まれた「流しそうめん大会」でした。 

次回は、11 月の「いも掘り・たこ焼き大会」と 12 月の「もちつき・焼きいも大会」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◇「市合同体育祭」に参加してきました。 

個別支援級担当 寒河江 敦 若佐恭子 長坂省吾 

9 月 28 日、横浜市立中学校個別支援学級・特別支援学校合同体育祭

が三ツ沢陸上競技場で行われました。連日の雨で天候が心配されまし

たが、そんな心配はどこ吹く風。カラッとした晴天となり、とても気

持ちのいい市合同体育祭となりました。この日に向けて 3 ヶ月前から

練習に練習を重ねてきた生徒たちも気合い充分、元気よく準備運動を

行い、いざ競技へ。結果は･･････50ｍ走で 1 位！100ｍ走では 2 位！

と嬉しい結果となりました！しかし一方では自分の実力を 100％発揮

することができず悔し涙をこぼす生徒も････。しかしここでへこたれ

ないのが釜中生。来年こそはリベンジだ！と今から燃えています。 

努力の成果が結果として表れる感動、まだまだ努力が足りなかった

かなという気づき、どちらも大切な経験です。そしてこの経験をこれ

からの生活にどう生かし、成長していくかが大切なことだと考えてい

ます。そのことを忘れず日々の生活を送ってほしいです。 

 

 

◇ 部活動の大会記録（10 月１日現在）  

 ☆女子バレーボール部 金沢区秋季大会 優勝 

 ☆野球部       金沢区秋季大会 決勝進出（決勝戦 10/6 釜利谷中グランド 11 時） 

 ☆サッカー部     金沢区秋季大会 準優勝  （準決勝 VS 金沢中 2-2(PK4-3)で勝利   決勝 VS 西柴中 1-2 で惜敗） 

 ☆バドミントン部   金沢区秋季大会 男子団体戦第三位   

                    男子シングルス第３位 女子ダブルス第２位 

 ☆卓球部       金沢区秋季大会 男子団体優勝 女子団体第三位 

 

 

 

 

 

 

            全横浜卓球大会団体戦 男子団体A チーム優勝 

男子個人 新人の部 ２位   男子個人 1 年の部 １位  

男子個人 新人の部 ３位   男子個人 1 年の部 ２位  

男子個人 新人の部 ３位   男子個人 1 年の部 ３位  

男子個人 新人の部 ５位   男子個人 1 年の部 ３位  

男子個人 新人の部 ５位   女子個人 新人の部 ２位  

男子個人 新人の部 ９位   女子個人 新人の部 ５位  

女子個人 1 年の部 ３位     (以上市大会出場) 



 ☆陸上競技部     金沢区大会   男女総合優勝 男子総合第二位 女子総合第二位 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☆陸上競技部    市総合体育大会 女子共通 走高跳 5位入賞（１ｍ51ｃｍ）  
 

 

 

 

 

◇10 月～12 月の主な行事予定 

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） 

10 月 30日（火） 平成 31 年度修学旅行の費用に関する説明会（２年生保護者対象） 

10 月 30日～２日 進路面談（３年生保護者・生徒対象） 

11 月 07日（水） 市総合体育大会閉会式 

11 月 08日（木） 職業体験学習（2 年生対象） 

11 月 08日～９日 市学力・学習状況調査（3 年生対象） 

11 月 12日～13日 金沢区合同宿泊学習（個別支援学級対象） 

11 月 15日～19日 ２学期期末テスト 

11 月 22日（木） 特別講演会 東海大学教授 高妻容一氏 

「自分と見つめ合い自信をもって生きるために」～メンタルトレーニングを通して～ 

 12 月 01 日（土） 土曜授業（午前中 公開授業） 

 12 月 03 日（月） 学校保健委員会 

 12 月 04 日～７日 ３年生個人面談 

 12 月 10 日（月） 生徒会役員選挙 

 12 月 11 日～14 日 １，２年生個人面談 

 12 月 21 日（金） 終業式 

 12 月 25 日（火） 振替休日 

 12 月 26 日～   冬期休業 

 

☆お知らせ 

   今年度の卒業証書授与式の日程がきまりました。関係の皆さま、ご予定ください。 
 

   平成 31 年３月 11 日（月） 

男子共通 3000m 優勝   女子共通 200m ３位  

男子共通 3000ｍ ２位   女子共通 100ｍH ３位  

男子共通 200ｍ ２位   女子共通 走高跳 優勝  

男子共通 走幅跳 ３位   女子共通 走幅跳 ２位  

男子１年 100ｍH ３位   女子共通 砲丸投 ３位  

男子１年 走高跳 ２位   女子３年 100ｍ ２位  

男子１年 走幅跳 ２位   女子１年 800m ３位  

男子１年 砲丸投 ３位   女子１年 走高跳 ３位  

女子低学年 4×100ｍR 優勝   女子１年 走幅跳 優勝  

女子共通 4×100ｍR 2 位       


