
 

 

 

 

 

 

 

準 備                    校長  栗 田 智 則             
 

「暑さ寒さも彼岸まで」ということばがありますが、まだまだ続く残暑に「衣がえ」も忘れがち

になります。それでも、たしかに秋の風となっており、本を読みふけったり、趣味に没頭したりで

きる秋の夜長になってきました。季節の変わり目。体調には十分に気をつけて生活をしていきたい

ものです。９月９日未明に襲来した台風 15 号では、屋上プールに設置している日除け用の鉄骨屋根

や防護壁が崩落するなどの被害が本校でありました。災害時に適切な行動をとれる判断力と決断力

を子どもたちが身に付けていくように、日ごろから防災教育を充実させていきたいと考えています。 

さて、ラグビーワールドカップでの日本代表の感動的な試合が話題となっています。対アイルラ

ンド戦では日本代表が歴史的な勝利をあげました。ジェイミー・ジョセフ氏（日本代表ヘッドコーチ）

は記者会見で「アイルランドは強豪チームだが、われわれは相手よりはるかに長い期間、今回の試

合に向けて準備を続けてきた」と語りました。そのアイルランド戦前夜のミーティングでは、一つ

の話が共有されたといいます。それは『世界最高峰のエベレストで遭難した人が 1 枚の地図を見つ

け、どうにか下山に成功した。だが下山後、その地図は別の山のものだったことが判明した。不可

能に見えても、信じて戦えば道は開ける』と。チームスローガンに「ONE TEAM」を掲げる日本

代表にとって信じるものは、仲間を信じること、そして自分たちがやってきたことを信じること。 

10 月 16 日に文歌祭が開催をされます。校舎内には、日々上達をしていく各クラスの素敵な合唱

が響き渡っています。まさに「文化の秋」を象徴するような音色です。スポーツ界で活躍する選手

たちは試合前になると口々に「しっかり準備をして臨みたい」と語るように、文歌祭当日まで準備

をしっかりして、生徒の皆さんにとって素晴らしい思い出に残る行事を創り上げていきたいですね。 

保護者の皆さまのご来場をお待ちしております。文歌祭の生徒用しおりに寄稿した文を紹介します。 
 

文歌祭に寄せて                                       校長 栗 田 智 則 
 
世界スポーツの三大ビックイベントと言われるラグビーワールドカップは日本中で盛り上がりを見せています。

ラグビーに魅了されている人は口々に次のことばを取り上げます。 
「ノーサイドの精神（試合が終わった瞬間に敵味方の区別なくお互いの健闘をたたえ合う精神が尊重される）」 
「One for all , All for one（一人はみんなのために、みんなは一人のために）」 

また、元ラグビー日本代表ヘッドコーチのエディー・ジョーンズ氏は、ラグビーのチームワークを次のように例
えています。「交響曲を奏でるようだ。異なる楽器を演奏する楽団員がさまざまな音を響かせ、美しい音色で人々
の感動を呼ぶ」 （著書「強くなりたい君へ」より） 
各クラスで創り上げている合唱曲は、生徒の皆さんひとり一人がそれぞれのパートの音を響かせて一つとなって

奏でるハーモニーです。それは、美しい音色となって聴衆の心を感動させるに違いありません。「感動」という心
の振動は、人の心を豊かにします。 
８月 27 日に AIG 全英女子オープンで、日本人選手として 42 年ぶり優勝した女子ゴルフの渋野日向子選手は、

「笑顔は世界共通」「言葉が通じなくてもコミュニケーションが取れる」と記者会見で語りました。 
音楽もまた世界共通です。言葉が通じなくても、美しい音は誰にでもわかり、伝わり、すばらしい演奏には聴いて
いる皆が感動するものです。 
『史上最響～仲間と共に！最響の歌声を～』  
このスローガンのもと、「文化の秋」の象徴である文歌祭がいよいよ始まります。もしかしたら、紆余曲折を経

てステージに上がるクラス・部活もあるかもしれません。あらゆる困難を乗り越えて、仲間を認め合い、励まし合
って、当日を迎えてほしいと願っています。本番当日は、クラス合唱の歌声や演劇部・合唱部・吹奏楽部の皆さん
のすばらしい発表で、横須賀芸術劇場に感動の渦を巻き起こして、素敵な一日を全員で創り上げましょう。 
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◇平成 31 年度 全国学力・学習状況調査 報告 
 ４月 19 日に３年生を対象として実施された全国学力・学習状況調査について、文部科学省総合教育政策局

調査企画課学力調査室から調査結果が送付されましたので報告します。 

①調査結果概況 

〔国語〕 生徒数 平均正答数 

釜利谷中学校 195 7.5/10 

神奈川県（公立） 62,343 7.3/10 

全国（公立） 938,797 7.3/10 
 

〔英語〕 生徒数 平均正答数 

釜利谷中学校 196 13.7/21 

神奈川県（公立） 62,371 12.3/21 

全国（公立） 938,888 11.8/21 

全ての教科において全国・神奈川県平均を上回っている。 
 

②学習指導要領の領域等の平均正答率の状況（※「貴校」となっているグラフが釜利谷中です） 

〔国語〕           〔数学〕           〔英語〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③考察 
 国語では評価の観点別で見ると、全ての項目において全国平均を上回っているが、「話す・聞く能力」にお
いては全国平均並みである。設問２〔 話合いでの発言の役割について説明したものとして適切なものを選択
する〕では、話合いの話題や方向を捉えるという出題の趣旨であったが、全国平均 80.4％に対して本校 76.9％
と少し開きがあった。 
数学では全ての領域において全国平均を上回り、〔数と式〕〔関数〕の領域においては正答率が全国平均よ

り５～10%近く良い数値となっている。設問６（１）,７（１）,７（２）,８（３）では選択式、短答式の「活
用」に関する問題で、他の設問と比べて正答率が全国平均を下回る、もしくは上回ってはいるが開きが少ない。
この設問は評価の観点で「数学的な見方や考え方」「数量や図形についての知識・理解」についての項目で、
もう一つの観点である「数学的な技能」の正答率と比べると全国平均との差は少ない。また生徒質問紙の調査
においては〔数学が好き〕という生徒が全国平均 30.7%に対して本校 40.8％となっており、比較的多くの生
徒が授業を意欲的な態度で取り組み、学習の成果が現れていると考えられる。 
英語では全ての領域において全国平均を上回り、各設問においても全ての正答率が全国平均を上回ってい

る。設問４,８,10 の記述式の問題では無解答率が全国平均ではそれぞれ 42.3%、 27.9%、8.3%に対して本校
31.1%、15.3%、4.1%となっており、記述式の「活用」に関する問題においても積極的に解答する姿勢が見ら
れる。英語「話すこと」では評価の観点の「外国語表現の能力」では全国平均 28.1％に対して本校 36.0%で
全国平均を上回っているが、「言語や文化についての知識・理解」では全国平均 32.6%に対して本校 32.1%
で全国平均をやや下回っている。 
国語、数学、英語の三教科において記述式の「活用」に関する問題形式が他の選択式、短答式の問題形式より
も全国平均より良い正答率となっており、今後は「知識」に関する基礎・基本的な学習をよりいっそう進めて
いくことで、より発展的な活用へと応用できるようになると考えられる。 

〔数学〕 生徒数 平均正答数 

釜利谷中学校 196 10.5/16 

神奈川県（公立） 62,366 9.5/16 

全国（公立） 938,887 9.6/16 

英語（話すこと）〕 生徒数 平均正答数 

釜利谷中学校 196 1.7/5 

全国（公立） 917,978  1.5/5 



◇おやじの会主催「流しそうめん大会」が行われました 

 毎年恒例となりました流しそうめん大会が、おやじの会主催で 9 月 8 日（日）に行われました。

前日７日（土）には、本校元校長の相澤利隆先生のご自宅敷地内から竹を切り出すところから準備

が始まりました。持ち帰った竹を割いてグラインダーを掛けるところは例年と同じですが、今年は

台風接近に伴い雨が降る可能性もあったため、1 本のコースを中庭の屋根下になるべく収まるよう

に緩やかに曲げる工夫をしていただき、当日を迎えました。 

 当日は雨の不安があったものの強い日差しが照り付け、流しそうめん日和となりました。PTA の

お母様方にもそうめんをゆでる作業で多数応援をいただき、どんどん流れてくるそうめんを頬張っ

たり、時々流れてくるミカンを狙いすましたりしている子どもたちの姿が見られました。この日は

校内で練習をしていた部活動の生徒だけでなく、大会が 1 日に集約された関係で時間のできた部活

動の生徒も集まって、とても賑やかな会となりました。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇個別支援学級 市合同体育祭が行われました 

                   個別支援学級担任  

10 月２日（水）雲一つない青空のもと、三ツ沢競技場にて横浜市の個別支援学級の合同体育祭が

行われました。1,800 名を超える生徒が一堂に会し、400ｍ走・800ｍ走・ハンドボール投げ・走り

幅跳び・50ｍ走・100ｍ走・リレーが行われました。８組の生

徒も、一人２種目ずつ出場し、それぞれが全力を発揮しました。 

夏休み明けから、体育の授業では体育大会に向け練習を始め

ました。走るフォームや投げる姿をタブレットでお互いに撮影

し、見せ合いながらアドバイスしあったり、リレーチームはバ

トンパスがスムーズになるように、走り出す歩数をはかって繰

り返し練習したり、クラスみんなで一丸となって練習に取り組

み本番を迎えました。 



当日は、１年生は初めて参加する大きな大会に圧倒されることなく、練習以上の力を発揮して晴

れ晴れとした表情を見せてくれました。２年生は、昨年より力を伸ばすことができ、来年に向けた

目標を見つけ終えることができたように感じました。３年生は、昨年のリベンジで臨んだり、チー

ムの一員として出場するリレーに緊張感をもって臨んだりした中で、結果に手ごたえを感じ、達成

感を得られたように見えました。 

 自分の力を伸ばすために、頑張って練習すること。練習すれば力が伸びること。その先に喜びが

待っていること。このような体育大会での経験が、これから生きていくうえでの自信につながって

くれることを願っています。応援してくださった皆様、ありがとうございました。 
 

◇釜利谷南小学校 地域防災拠点訓練が行われました 

 ９月 28 日（土）バドミントン部の１年生 30 名が、地域防災拠点訓練に参加をしてくれました。

災害時には、学校は子どもたちの生命を最優先に守るように行動をしていきますが、自助・共助と

いうように、地域の若い力として中学生の力は必ず役に立つと信じています。当日は、トイレの設

置訓練や発電機の操作、体育館の区割り、テント設営などをお手伝いさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇ 部活動の大会・コンクール・発表会の結果 
  ☆野球部       区秋季大会 優勝  

☆女子バレーボール部 区秋季大会 優勝 

  ☆女子バドミントン部 区秋季大会 第２位 

   男子バドミントン部 区秋季大会 第３位 

  ☆サッカー部     区秋季大会 第 3 位 

  ☆女子硬式テニス部  県新人大会 団体戦ベスト 16 
 

◇ 個人参加で活躍しました 

○水泳 県大会新人戦 200m 個人メドレー 第４位   

  ○エアロビクス 

全国こどもチャレンジカップ第 12 回全国大会 チャレンジパフォーマンス団体 

     エアロビクス 部門 第１位   

     ヒップホップ 部門 第４位  

    アクティビティ部門 第４位  
 

◇10 月 11 月の主な予定                    

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（火） ３年生進路面談（～11 月 1 日） 

11 月 07 日（木） ３年生学力・学習状況調査 ２年生職場体験学習 

11 月 09 日（土） 公開授業 


