
 

 

 

 

 

 

 

夏休みが終わって              副校長  梅 田 研 一 
 

 朝夕の風がすっかり秋めいてきましたが、日中はまだまだ残暑の厳しい日々が続いています。

職員室の脇のピロティに出ると、日中でも日陰のため海の方からの心地よい風が吹き抜け、束の

間の休息にはうってつけです。が、日によってはまだ体にまとわりつくような熱気にさらされる

こともあります。今年は昨年の異常な暑さほどではなかったものの、熱中症対策もあって、部活

動ではこのピロティで心地よい風に吹かれながら休息をとる生徒たちや校庭側のミストの下で談

笑しながら休んでいる生徒たちも多く見受けられました。幸いこの夏休みに救急搬送等はありま

せんでしたが、9 月以降も引き続き教職員全員で熱中症対策には気をつけてまいります。保護者や

地域の皆様もどうぞお体ご自愛ください。 

 私自身が中学校の部活動を間近にするのが、自分の中学時代以来大変久しぶりですが、この夏

休みはどの部も大変熱心に活動をしていました。また、3 年生の引退を控えている部が大半でした

ので、7 月からは 3 年生の雄姿をぜひ見届けたいと思い、都合のつく範

囲で遠征先にもお邪魔し、3 年生の活躍ぶりを目に焼き付けてきました。

各部での活躍ぶりは、全てをとても言い表せるものではありませんが、

一部の生徒や団体については、市大会、県大会等での好成績という形で

結実し、引退に花を添えていました。また、関東大会や全国大会に出場

した生徒もいて、中学校生活の輝かしい思い出になったのではないでし

ょうか。 

 3 年生一人ひとりが目標を掲げ、その目標に向かって努力する姿を後輩の 2 年生、1 年生は見つ

めながら、これまで共に練習に励んできたものと思います。勝負事であればいつでも思ったよう

な結果にならないと思いますが（むしろ思ったような結果になることのほうが稀
まれ

でしょうが）、3

年生のひたむきに頑張る姿に心打たれ、代替わりしたこの秋に決意を新たにしている後輩たちの

今後の活躍も楽しみです。引き続き部活動に励む子どもたちに温かい声援をお願いいたします。 

 さて、夏休みが終わって学校では、通常の生活リズムに少しずつですが戻りつつあります。3

年生は、今度は“進路選択”という新たなたたかいに挑まなくてはなりません。これまでに経験

したことのないたたかいに、どうしたらよいのか戸惑っている人もいるかもしれません。ですが

まずはしっかりと“敵”を知ること、そしてこれまで学校生活や部活動で経験してきたことを思

い出して、自信をもって立ち向かってほしいと思います。ラグビーのワールドカップが今月より

始まります。新代表チームも前回のチーム同様、苦しい練習に耐えて周到な準備をしてきている

はずです。これまで進路のことをあまり考えていなかった人も、まだ間に合います。3 月には笑顔

で卒業できるようを教職員一同サポートしていきたいと思います。 
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◇地域での行事                 

夏休み中の７月の 20 日 21 日の手子神社祭礼では、各町会の御輿を子どもたちに担がせていただ

きました。坂本町内会では男子バスケットボール部員、宿町内会では硬式テニス部員、白山道町内

会ではサッカー部員がそれぞれお世話になりました。また、７月 24 日に金沢区交通安全・防犯のつ

どいが金沢公会堂で開催され、美術部 1 年生の作品が交通安全のぼりとして、金沢警察署長より表

彰されました。現在、生徒昇降口に掲示されています。8 月 21 日には、金沢白百合幼稚園に合唱部

が出向いて、合唱を披露して園児たちを楽しますことができました。8 月 31 日開催のレイディアン

トシティ横濱のお祭りでは出店ブースでお手伝いをする中学生の姿が多くありました。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。 
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◇釜利谷中学校ブロック 横浜こども会議         生徒指導専任 松田謙史 

「私たちは、互いに協力し合い、認め合い、みんなが笑顔になれるブロックです！」夏休みが明

けた 8 月 27 日（火）、生徒会長が、金沢区小中高の生徒・児童の前で堂々と宣言をしました。これ

は 7 月 19 日（金）に開催した釜利谷中学校ブロック横浜こども会議で、釜利谷小、釜利谷南小、高

舟台小、釜利谷中の代表児童・生徒が「だれにとっても居心地のいい学校づくり」をテーマに、議

論を重ね掲げたスローガンです。それぞれの学校が［協力］と［認め合い］を高めるための、特色

あふれる活動を展開し、釜利谷中ブロックで共有し広げていきます。 

また、ポスターセッション形式の会議では、金沢区のそれぞれの中学校ブロックと金沢高校の発

表を聴き、釜利谷中ブロックの居心地がよりよくなるヒントも学びました。「みんなで温かい気持

ちになっていくことを誓います！」発表を締めくくった生徒会長の姿はとても頼もしく、希望に満

ち溢れていました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

◇ 部活動の大会・コンクール・発表会の結果 

  ☆卓球部       市大会男子団体戦準優勝 県大会男子団体戦第 5 位 

             県大会男子個人戦出場 ３名（※ 1 名関東大会出場） 

  ☆野球部       市大会ベスト 16 南 C ブロック 優勝  

☆女子バレーボール部 市大会ベスト 32  

  ☆サッカー部     市大会ベスト 32 

☆硬式テニス部    ベイサイド杯 第 3 位  

             新人戦県大会出場  

  ☆吹奏楽部      横浜吹奏楽コンクール中学校 B 銀賞 

  ☆合唱部       TBS 子ども音楽コンクール 神奈川県横浜地区大会 優良賞 

  ☆陸上競技部     県中学通信大会 女子走高跳 第３位（※全国大会出場） 

             県選抜大会 男子 3000m 第４位  

                   女子砲丸投   第 11 位  (決勝ラウンド進出） 

             ジュニアオリンピック県予選 男子 3000m 第５位  

                           女子砲丸投   第３位   

金沢区大会男女総合優勝 男子総合優勝 女子総合優勝 
男子共通 3000m 優勝   男子共通 200m ３位  

男子共通 3000ｍ ２位   男子共通 200m ５位  

男子共通 1500ｍ 優勝   男子共通 400m ６位  

男子共通 1500ｍ ５位   男子共通 800m ４位  

男子共通 110ｍH ３位   男子共通 800m ６位  

男子共通 走幅跳 ２位   男子共通 走高跳 ４位  

男子共通 走幅跳 ６位   男子共通 砲丸投 ４位  

男子３年 100m ２位   男子共通 砲丸投 ５位  

男子１年 100m 優勝   男子２年 100m ５位  

男子１年 100m ３位   男子 2 年 100m ６位  

男子１年 1500m 優勝   男子１年 走高跳 ２位  

金沢区役所での発表 
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◇ 個人参加で活躍しました 

○水泳 臼居聖汰さん  市総体 200m個人メドレー 第 6 位 

県総体 200m 個人メドレー 第 6 位 

   ○エアロビクス 

高林歩実さん  全国こどもチャレンジカップ第 12 回全国大会      

                        エアロビクス ユース部門 第１位 

第 19 回全日本学生エアロビック選手権大会 

第 10 回全日本高等学校エアロビック選手権大会 

                            中学生フライト部門 優勝 

江守優里菜さん 全国こどもチャレンジカップ第 12 回全国大会      

                             エアロビクス ジュニア部門 第３位 
 

◇９月 10 月の主な予定                    
09 月 17 日（火） 修学旅行説明会（２年生保護者対象） 

09 月 26 日（木） 中間テスト１日目 

09 月 27 日（金） 中間テスト２日目  ２年生職場体験事前訪問 

10 月 01 日（火） ３年生進路説明会 

10 月 02 日（水） 個別支援級市合同体育祭（予備日 3 日） 

10 月 04 日（金） ３年生英語検定 

10 月 09 日（水） 個別支援級区交流会（金沢中） 

10 月 16 日（水） 文歌祭 於：横須賀芸術劇場 

10 月 18 日（金） 児童生徒交流日 

10 月 25 日（金） オリンピック・パラリンピックの講演会 

10 月 29 日～11 月１日 3 年生進路面談 

11 月 09 日（土） 公開授業 

 

☆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。 
 

         令和 ２年３月 11 日（水） 

男子 1 年 1500m ３位   男子１年 走高跳 ４位  

男子１年 100mH ２位   男子１年 走幅跳 ２位  

男子共通 棒高跳 ４位   男子１年 走幅跳 ３位  

男子共通 4×100ｍR ３位   男子１年 砲丸投 ３位  

男子低学年 4×100ｍR ２位   男子１年 砲丸投 ５位  

女子共通 走高跳 優勝   女子共通 800m ５位  

女子共通 走高跳 ７位   女子共通 800ｍ ８位  

女子共通 走幅跳 ２位   女子共通 1500ｍ ５位  

女子共通 走幅跳 ３位   女子共通 1500m ６位  

女子共通 砲丸投 ３位   女子共通 100mH ２位  

女子共通 砲丸投 ６位   女子共通 100mH ４位  

女子１年 100m ５位   女子共通 200m ６位  

女子１年 100m ６位   女子共通 200m ８位  

女子２年 100m ４位   女子１年 100mH ４位  

女子２年 100m ６位   女子１年 100mH ７位  

女子３年 100m ７位   女子１年 走高跳 ２位  

女子１年 走幅跳 優勝   女子１年 走高跳 ５位  

女子１年 走幅跳 ２位   女子１年 砲丸投 優勝  

女子低学年 4×100ｍR 優勝   女子１年 砲丸投 ３位  

女子共通 4×100ｍR ４位       


