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平成２９年９月２０日発行

【９月号】

横浜市立神奈川中学校
校長 長谷川 眞介

学校ＨＰアドレス http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/sch/jhs/kanagawa/

8月28日、いよいよ二学期がスタートしました。始業日を迎え、子どもたちが事件・事故に遭うことなく、
元気な姿で登校してくれたことを大変うれしく思います。
今年の夏は前半は猛暑が続きましたが、中盤から後半は雨の日が続き、何となく物足りなさを感じた人

もいるのではないでしょうか。そんな中、学習に励んだ人、部活動に励んだ人、興味関心のあることに取り
組んだ人など、様々な夏休みを過ごしたことと思います。どれをとっても精一杯努力したことは、どんなに小
さなことであってもその人の宝になっているはずです。自分の努力で得た宝を二学期の生活の糧とし、その
力を十分発揮してもらいたいと思っています。
二学期は、一年間の学校生活の中で最も充実する学期です。それは、体育祭や紺碧祭などみんなで

創りあげる大事な学校行事があるからです。これらの行事は一人ひとりが、そして学級や学年、学校全体
が一丸となって取り組まなくては成功しません。3年生のリーダーシップのもと、１・２年生も協力してすばら
しい行事を創りあげていきましょう。そして、学習面でも充実した日々が過ごせるよう努力してください。

１ 各部活動の活躍（7下旬～8月他）

吹奏楽部 横浜吹奏楽コンクール 「銀賞」受賞
美術部 第5４回 関東地区中学生海の絵画ｺﾝｸｰﾙ 小林 美羽(1-1) 「銀賞」受賞

水泳部 横浜市立中学校総合体育大会 水泳競技の部
長谷川 しおり(3-5) 女子100m 自由形 １位 1:01.30
上野 将(3-3) 男子100m 背泳ぎ １位 1:01.93
前田 柊(1-3) 男子200m 平泳ぎ ８位 2:47.78
大木 悠也(1-5) 男子100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ７位 1:06.43

神奈川【上野 将・大島 創仁(3-2)・大木 悠也・中町 勇太(3-1)】
男子400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ５位 4:28.79

第51回神奈川県中学校総合体育大会
長谷川 しおり(3-5) 女子100m 自由形 ２位 1:01.35
上野 将(3-3) 男子100m 背泳ぎ ３位 1:01.67

第57回 全国中学校水泳競技大会県予選会
上野 将(3-3) 男子100m 背泳ぎ ３位 1:01.25（全国出場）
上野 将(3-3) 男子200m 背泳ぎ ２位 2:12.13（全国出場）

第57回 全国中学校水泳競技大会
上野 将(3-3) 男子100m 背泳ぎ 20位 1:00.88（自己ﾍﾞｽﾄ更新）
上野 将(3-3) 男子200m 背泳ぎ 25位 2:12.69

陸上競技部 県選抜陸上競技大会
福島 揺(1-1) 女子１年 100m ４位入賞 13秒37
宇田川 蒼平(3-5) 男子共通 800m 出場
福島 揺(1-1) 女子１年 走り幅跳び 出場

県通信陸上競技大会
小池 桜(2-4) 女子共通 走り幅跳び 出場
小池 桜(2-4) 女子２年 100m ５位入賞 12秒78
福島 揺(1-1) 女子１年 100m ４位入賞 13秒25
福島 揺(1-1) 女子１年 走り幅跳び 出場
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陸上競技部 県通信陸上競技大会
宇田川 蒼平(3-5) 男子共通 800m 出場
速水 良太郎(1-1)
池戸 航海 (1-2) 男子１年 400mリレー 出場
鈴木 悠人 (1-2)
髙橋 友悟 (1-4)

ジュニアオリンピック県通選手選考大会
小池 桜(2-4) 女子２年 走り幅跳び 第１位 5m23

★ 本大会出場決定（10月29日 日産スタジアム）

サッカー部 横浜市立中学校総合体育大会 サッカー大会 出場
バレーボール部 横浜市立中学校総合体育大会 バレーボール大会 出場
バスケットボール部 横浜市立中学校総合体育大会 バスケットボール大会 出場
バドミントン部 横浜市立中学校総合体育大会 バドミントン大会 出場
野球部 神奈川区夏季野球大会 １回戦出場

ソフトテニス部 県ソフトテニス選手権大会男子個人区予選
徳永 創太(2-4)・亀田 雄斗(2-1)組 ２位
品川 明希(2-2)・曽根 智樹(2-1)組 ３位

県ソフトテニス選手権大会男子個人地区予選(鶴見・神奈川）
徳永 創太(2-4)・亀田 雄斗(2-1)組 ８位～９位
品川 明希(2-2)・曽根 智樹(2-1)組 12位～16位

卓球部 横浜市カデット夏季卓球大会 鈴木 駿豊(1-2) 12ブロック １位

剣道部 神奈川区大会 女子団体 ２位
田中 芹杏(2-1)･渡邉 朱莉(2-1)･齋藤 愛美(2-3)･田中 紅杏(2-4)
澤田 えりい(2-5)･伊藤 千夏(1-2)･菊地 美織(1-4)

男子団体 ４位
川村 輝喜(2-1)･畠山 尚也(2-3)･五本木 怜(1-2)･川﨑 亮輔(1-2)
田口 遥紀(1-5)･萩原 幸誓(1-4)･坂井 洸志(1-1)･佐藤 大佑(1-3)

横浜第１ブロック大会（神奈川･鶴見･中･西区） 女子団体 ４位
田中 芹杏(2-1)･渡邉 朱莉(2-1)･齋藤 愛美(2-3)･田中 紅杏(2-4)
澤田 えりい(2-5)･伊藤 千夏(1-2)･菊地 美織(1-4)

２ スポーツクリニック
守備の基本姿勢（野球部） 大学生と試合（サッカー部）

7月31日(月）、本校のグラウンドと体育館を会
場にして、「スポーツクリニック」が開催されました。
この取組は神奈川大学との連携で、運動部員や

運動に関心のある生徒を対象に、スポーツの知識理
解や自ら取り組んでいる運動技能の向上を目的とし
て、毎年この時期に行われている活動です。
大学側にとっては前期試験が終わったばかりで、さ

らに運動部の学生は、これからすぐにそれぞれの合宿
に出発するという大変忙しい時期ですが、その合間 フォームの確認（陸上競技部） 体感トレーニング

をぬって野球部・陸上競技部、サッカー部などの学
生とその指導者が合わせて45名も来校してください
ました。本校からは158名の生徒参加があり、グラウ
ンドでは野球・陸上競技・サッカー、体育館では体
幹トレーニングやテーピングの指導が行われました。
生徒たちにとっては、直接大学生やその指導者か

ら様々なアドバイスをいただけて、充実した楽しい時
間になったと思います。参加した生徒たちには、今回学んだことをこれからの活動に是非生かしていってもら
いたいと思います。 【参加部活：野球部・サッカー部・陸上競技部・バレーボール部・剣道部・バスケットボール部】
神奈川大学の皆様には、暑い中熱心なご指導をいただき、本当にありがとうございました。
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３ 横浜こども会議
模造紙に意見をまとめる。 神奈川中ブロックの発表

８月2９日(火）、14時から神奈川区役所大
会議室で、「横浜こども会議」が開催されました。
この会議は全市立学校の子どもたちが、「いじめ」

を自らの問題と受け止め、誰もが安心して生活でき
るよう「いじめの問題に向き合い、自ら解決しようと
するこども社会」を目指した話し合いです。区内の
小学校、中学校、特別支援学校、高等学校の代
表が集まり会議を行いました。本校からは生徒会長の永松亜純さんが代表として会議に参加しました。
永松さんは、小学生たちを優しくリードするなど、すばらしい活躍であったと小・中学校の先生方より聞い

ています。この経験をこれからの学校生活にも生かしていってください。
ここで、永松さんの会議に参加しての感想と思いをご紹介いたします。

横浜こども会議は、先日行われたものだけでなく、実は夏休み前から話し合っていたものでした。普段
中学生、しかも顔見知りの人としか議論したことがなかったのですが、今回小学生・高校生と“いじめ”
について話し合ったことで、自分には見えなかった考え方を自分に取り入れることができたと思います。
８/２９の会議では、地域ごとのブロックで、前から準備していたものを1枚の模造紙にまとめ、発表し

合いました。私は神奈川中学校が行っている生活向上プロジェクトを提案したのですが、小学校は「人
権週間に劇を行っている。」など、中学では行っていなかった活動も出てきて驚きました。また、いじめを
なくすためにどのようなことができるか考えたとき、ポスターを貼る、あいさつ運動を増やして学校全体の
雰囲気を明るくするなど、自分1人では思いつかなかった案もでてきて、ぜひやってみたいと思いました。
1人1人が真剣に考えるからこそ生まれるものがあると思うし、テーマ自体が難しいものでしたが、自分

が「今」できることを考えられた会議だったと思います。先生方に言われてから考えることも大切ですが、
自分で考えるからこそ、その考えが深まると思います。普段から自分の考えを人に伝えたりして、その考
えを深めることの大切さを改めて感じた会議でした。

４ 第２回・第３回 小中合同研修会 「学状」＝横浜市学力・学習状況調査

データを読み解こう!! 分析をもとに話し合い!８月25日(金）13:00から、本校パソコン室で
神奈川中学校 小中ブロック（白幡小・大口台小）
の第2回職員合同研修会を行いました。
「学状分析による神奈川中学校ブロックの学習課

題把握と改善」をテーマに、「学状データ」の内容を
共有して、ブロック全体からみた児童・生徒の学力、
学習意識、生活意識の実態を把握すること。さら
に、その中で、効果を上げている点・不足していると
思われる点を検討することで、9年間を見通した学力向上への道筋を考えることを目的としました。
講師には横浜市立大学教授の土屋隆裕様と西部学校教育事務所 小本佳正 主任指導主事をお

迎えしての研修会となりました。
先ず、土屋先生によるデータの見方の講義を受け、その後小中の先生方がそれぞれ各教科グループと

学習・生活意識グループに別れて小中のデータを読み解きながら話し合い、そこから見えてくる分析をまと
めて発表し合いました。教科グループの発表では、たとえば「わかる」ことが「すき」につながることが小中のど
の教科にもみられました。また、レポートなど書くことが苦手な傾向にある中で、小中ともに国語で読解力

や記述力を身につけさせることが大切であること
が確認できました。学習・生活意識グループで
は、学習時間と学力に関係があることや朝食を
しっかりとることでも学力に影響が出ていることが
わかりました。朝食はしっかりとった方がよりよいよ
うです。
9月5日（火）の13:40からは、第３回研

修会として、白幡小学校と大口台小学校で授
６年生社会の授業参観（大口台小） 理科の研究協議（白幡小） 業研究会が行われました。
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神奈川中学校の教員が２つのグループに分かれてそれぞれの授業参観と協議会に参加しました。協議
会では、小学校から中学校への学習のつながりを確認し合ったり、授業の中で児童・生徒の自己肯定感
をどのようにして育てていけばよいかを話し合ったりするなど、熱心な討議が行われました。
これらの研修を生かして、小中ともに２学期の学習指導に取り組んでいきます。

大勢の人が出迎え、気持ちの良いあいさつ

５ PTAあいさつ運動

８月2８日(月）～３０日（水）の３日間、PTAの方々による「あ
いさつ運動」が実施されました。夏休み明けの始業の日、正門を中心に
PTAの方々をはじめ、生徒会本部役員選挙立候補者及び同伴者、選
挙管理委員の生徒、さらに教職員も含めた取組となりました。
登校生徒はあいさつ運動に参加している方々の人数の多さにびっくり

しながら、はにかんだあいさつをしたり、積極的で元気なあいさつをしたりと
様々でしたが、多くの方々に出迎えてもらえて、とてもうれしそうでした。お
かげで、清々しい２学期の始まりになりました。PTAの皆様、本当にありがとうございました。

６ ９月１日 防災訓練

９月１日(金）、校内防災訓練を実施しました。今回は昼休み、生徒が様々な活動を行っているとき
に地震が起きることを想定して実施しました。生徒たちには発災時間を知らせていないため、いざというとき
に放送の指示や近くにいる先生方の指示をしっかり聞いて行動できるかどうかが試されました。また、皆が
身の安全を図っている最中に使用できない階段を１ヶ所つくり、先生方にも迅速で正確な避難経路確認
ができるかどうかを試してみました。さらに、コミュニティーハウスの方々にも訓練に参加していただきました。
安全で使用可能な避難経路が確認された後、放送の指示でグラウンドへの避難に移りました。近くに

いる先生方の指示で、校舎内外にいる生徒がそれぞれグラウンドの中央に集合し、各学年・学級に整列
して生徒の点呼と教職員の点呼を行いました。実際に発災した場合には、自分の命は自分で守ること
（自助）、みんなの命も大切にすること（共助）、落ち着いて行動することを心がけてほしいと思います。

各場所で次の指示を待つ!! 落ち着いてグラウンドへ避難 学年･学級で集まります。 自助･共助･落ち着いた行動を!!

立ち会い演説会の様子 立候補者の演説は皆立派でした。

７ 生徒会役員選挙

９月13日（水）、平成29年度 生徒
会本部役員選挙が行われました。
選挙管理委員会の運営のもと、立ち会

い演説会と投開票が厳正に行われ、新役
員が決定いたしました。
会 長 峯岸 哲也(2-3)
副会長 羽成 遼 (2-1) 米 杏佳(1-1)
書 記 廣田 百香(2-2) 下城 実夏(1-4)
会 計 谷口 遥香(2-2) 井口 菜央(1-2)
神奈川中学校の発展に貢献しようと、生徒会役

員に立候補した皆さんなので、誰に投票しようか迷っ
た人も多くいたことと思います。当選した人は、全校生
徒の思いを受け止めて、これから生徒会活動を益々
活発なものにしていってください。また今回結果が思わ
しくなかった人には、立候補したその意欲と生徒会活
動への熱い思いをもって、様々な場面でその活動に参画・協力していってもらえることを願っています。


