
 
 

 

 

 

横浜市立神奈川中学校だより 

 

 

 

７月に入って気温がぐんぐん上がり、本格的な夏の様相となって参りました。そして、明日には１学期の

終業式を迎え、いよいよ夏休みに入ります。家庭学習や部活動、家族とのレジャーなど、様々な計画があろ

うかと思います。皆さんには、長期の休みだからこそできる様々なことへの挑戦や試みに積極的に取り組ん

でもらい、さらに一回り大きく成長してくれることを期待しています。また、やるべきことをしっかりやり

抜くだけでなく、楽しい体験も大いにしてほしいと思います。日々の生活を計画的に過ごし、最後に宿題や

課題制作などに悩まされないようにしてください。 

この期間は毎年、水の事故や交通事故など心配な面もあります。楽しむ中にも細心の注意を払って、思い

出深く有意義な夏休みにしていきましょう。そして、８月２７日の２学期始業には、元気な皆さんと会いた

いと思っています。皆さんにとってすばらしい夏休みでありますように。 

１ 奉仕委員の神ノ木地域ケアプラザ訪問      

  ６月１５日(金)、第１回定期テスト最終日の午後２時に、奉仕委員２０名が神ノ木地域ケアプラザを訪

問しました。毎年「高齢者との交流を図り、高齢者に対する理解を深める。」ことと「ボランティア精神

を高める。」ことを目的に奉仕委員会が行っている取組です。訪問にあたっては、事前に委員会の中でそ

の活動内容などを話し合い、今回もケアプラザを利用されている方々と「一緒になって楽しい時間を過ご

す。」ことをねらいとして、各学年の委員がそれぞれアイデアを出し合いました。そして当日、１年生は

「トランプゲーム」、２年生は百人一首の札による「坊主めくり」、３年生は「折り紙づくり」を用意し、

皆さんと楽しみながら交流をすることができました。生徒たちは、来訪者の方々と会話を楽しんだり、ゲ

ームや折り紙づくりに対して丁寧にやり方を説明したり、自然体で相手に優しく寄り添う姿勢が見られま

した。 

皆さんに喜んでいただき、感謝されたこの貴重な体験は、奉仕の精神を一層高めたのではないかと思い

ます。この取組で学んだことを家庭生活や学校生活の中でも生かしていってください。 

 

 

 

 

 

 

トランプゲームで楽しみました。       折り紙づくりを丁寧に教えました。      坊主めくりで盛り上がりました。 

２ 平成３０年度 生徒総会             

   ６月２０日(水)、生徒会本部役員をはじめ各委員会の皆さんの入念  生徒総会 会場全景 （整然とした様子） 

な準備のもと、平成３０年度生徒総会が開催されました。昨年度の活

動や会計の実績を踏まえた今年度の活動計画と会計執行計画など、全

会員（全生徒）で議案書を確認しました。その間、学級生徒会からの

代表質問に対する本部や各委員長の的確な回答もあり、全ての議案が

承認されました。特に今年度の総会では、「生徒会費」変更の提案が

ありました。現在の年間 600 円の生徒会費を 500 円に減額することで、

徴収した生徒会費を年度内にできるだけ使い切り、繰越残高を減らす 

という提案でした。全会員による採決があり、原案が承認されました。

このように、生徒自ら学校生活をよりよいものに改善していこ            

うとする姿勢が本来の自治活動だと思っています。それができる神        生徒会費改正に対する採決 

奈川中学校の生徒会はすばらしいです。これからも、生徒一人ひと 

りが自分たちの学校をさらに良くしていこうとする意欲をもって生 

徒会活動に取り組み、全会員が楽しく安心して、安全に生活できる 

学校づくりに励んでください。先生方も皆さんの活気ある自治活動 

を応援しています。 

３ 平成３０年度 学校づくり懇話会と  

神奈川中学校学区 地区懇談会 
  滝田 衛先生の講演「思春期の子どもとのかかわり方」   ６月２１日(木)、第１回学校づくり懇話会と地区懇談会が

続けて開催されました。学校づくり懇話会では、今年度の懇

話会委員の委嘱から始まり、校長からの学校経営方針、副校

長から学校予算執行計画、生徒指導専任教諭から学校の様子

などの説明があり、その後委員の方々から様々なご意見をい

ただきました。「学校でやらなければならないことが増えて

いる分、人的配慮が必要ではないか。」というご意見から、

委員の方々から、地域の人材で手伝えることがあれば、いつ

でも相談に乗るという心強いお言葉をいただきました。今年

度も家庭・地域の方々と共に学校づくりに努力したいと思い

ます。続いて、体育館で地区懇談会が開催されました。今年

度のテーマは「安全・安心な“まち”づくり」です。第１部

として、七里が丘こども若者支援研究所 主宰 滝田 衛 様の

講演がありました。演題は「思春期の子どもとのかかわり方」～思春期は噴火！ 親の避難方法とは･･･～。

不登校の実態から、思春期を迎えた子どもたちの心情に迫   大口七島 志村会長によるｸﾞループ討議のまとめ 

り、子どもたちの困り感をどう理解し対応していったら良

いのか、わかりやすくお話していただきました。先ずは子

どもとの信頼関係を築くこと。さらに「私たち大人が自ら

の幸せのために、自らの未来を真剣に生きる姿を見せるこ

と」が子どもたちへの最大の応援につながるとのことでし

た。そして第２部は、小グループに分かれ、保護者・地域・

教職員それぞれの立場や視点で思春期の子どもへの対応に

ついて話し合いが行われました。最後にグループ討議の内

容を発表し合い、理解を深めることができました。皆様の

ご協力でとても有意義な懇談会となりました。ありがとう

ございました。                            数学の研究授業風景 

４ 校内研究授業（兼：小中合同研修会）         

   ６月２８日(木)、「学力向上のための研究テーマに基づき、全員

が公開授業をすることによって互いに研鑽し合い、指導力とチーム

力の向上を図る。」ことを目的に、校内研究授業を開催しました。

この取組は、小中合同研修を兼ねているため、白幡小・大口台小の

教職員の皆様にもご参観いただきました。前半は研究授業と研究協

議、後半は全体会の中で、各研究協議会での協議内容を発表し合い

ました。 

 

  授業者： 社会   平澤香織教諭  （３年４組）                     小中合同研修会 全体会の様子 
       数学   森 徹司教諭  （３年２組）                  

英語      兒玉虎二郎教諭（２年４組） 

保健体育 藤井雅章教諭  （１年５組） 

個別支援 加藤誠子教諭  （個別支援級） 

   研究協議の中では授業に関する協議の他、小中間で「９年間で育

てる子ども像」を明確にしていく話し合いを行うことができました。

来年度からの中期学校経営方針へ反映させるために、これからの小

中合同研修会の中でも引き続き検討していきたいと思います。     



５ よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト  

   ７月２日(月) 午後３時半より、神奈川区役所５階の大会議室 「みんなで守ろう、地球の宝」 堂々のスピーチ 

にて「平成３０年度 よこはま子ども国際平和スピーチコンテス

ト 神奈川区審査会」が行われました。各校の代表が集い、人権･

福祉･環境など１７項目の中からテーマを選択し、様々な視点か

ら国際平和に対する熱い思いを自分の言葉で発表しました。 

 本校からは、３年４組の郷 真里奈さんが学校代表としてコン

テストに出場しました。ここに至るまで、熱心に練習を重ねてき

たことと思います。スピーチの発表４番手で、順番を待っている

間も大変緊張したことと思いますが、いざ発表となった時には、

しっかりした発声と姿勢で、すばらしいスピーチを披露してくれ

ました。とても立派でした。スピーチの中でも語られていますが、

命という地球の宝を守るために、一人ひとりが世界の不条理に目

を向け、その改善を図るために、先ずは自分の身の回りから小さなアクションを起こそうと呼びかけて

います。その小さな力が集まれば、やがて不条理を正す大きな力になっていくはずです。 

皆さんも日本の平和を持続させ、さらに世界平和を目指すために何ができるか考えてみてください。 

 

「みんなで守ろう、地球の宝」   神奈川中学校 ３年 郷 真里奈 
今、世界では、貧困が原因で戦争になったり、また、戦争が原因で貧困や飢餓が発生しています。平和、平和と言いながら、世 

界を見回すと、今でもどこかで戦争が行われて、命が失われている。このことを知り、私は、なんとかしたいと強く思うようにな 

りました。みなさんも、貧困・飢餓をなくしたいと考えたことがあると思います。でも、多くの人が、自分に何が出来るのだろう 

か、何も出来ないのではないかと思い、何も行動出来ずにいるのではないでしょうか。確かに、貧困や飢餓をなくすというのは、 

簡単なことではありません。でも、一人ひとりが意識をしたり、小さなアクションを起こすことで、少しずつ変わっていくと思う 

のです。 

  私は、奉仕委員会に入り、ベルマークやペットボトルキャップの回収などの、ボランティア活動をしています。けれど、初めは 

、何のために集めているのか、どれくらい集めれば力になれるのか、分かりませんでした。なので、調べてみることにしました。 

ベルマークは、一点につき一円となり、支援金として寄付されます。そして、ペットボトルキャップは、医療支援・ワクチン支援 

等の様々な社会貢献活動にあてられ、八百五十個で一人の命を救うことが出来ると分かりました。自分のやっていることは、少し 

でも役に立っているのだと思い、活動に誇りをもつことが出来ました。私は、この活動をこれからも続けて、もっと広めていきた 

いです。 

  また、他にも自分にできることがないか探していた中学二年生の時には、学校の授業で、フリー・ザ・チルドレンという組織の 

方々の、国際理解についての講演を聴きました。そこで、世界一大きな社会貢献組織は、子供たちが非常に危険な環境で、過酷な 

労働を強いられているという事実を、新聞で知った当時十二歳の少年が、その事実にショックを受け、教会や学校の友人に、伝え 

たことから始まった活動だと聞き、小さなことでもいいから、自分からアクションを起こすことが大切だと学びました。私は、世 

界が直面する多くの課題を体験出来る場所があるそうなので、ぜひそこへ行き、体験して感じたことを周りの人に伝えたいと思い 

ます。 

  みなさんも、小さなことでいいので、自分からアクションを起こしてみてください。世界の貧困や飢餓の現状をまわりの人に伝 

えるだけでもかまいません。小さな力でも、それが集まれば、やがて、大きな力になると私は信じています。そして、みんなで一 

緒に守りましょう。命という大切な地球の宝を。                              （ 原文のまま ） 
  

６ 学校保健委員会 食育講話 

７月５日(木)の５・６校時、学校保健委員会が体育館で行われました。保健委員会から、平成２９年度

市学力・学習状況調査の生活実態調査の結果から、朝食、運動、睡眠などの本校生徒の実態について発表

がありました。どの項目もほぼ市の平均と同じような傾向にありました。その発表後、横浜マリノス ふ

れあい事業部部長の望月 選 様から、「中学生の食事」につい    ストレッチをしっかりやって怪我を防止しよう。 

ての講演があり、体づくりには三度の食事のほか、適度な運動 

と休息が如何に大切かを、具体的な事例を取り上げながらわか 

りやすくお話していただきました。また、運動を始める前に「筋 

肉を温めるストレッチ」が怪我の防止につながるとのことで、 

全員で実際にストレッチを体験しました。すぐにでも役立つ内 

容でしたので、皆さんも実践してみてください。 

７ 創立７０周年記念へ向けて 

本校は昭和 23 年に、市立浦島丘中学校の分校として計画され、同年 5 月廃校となった西大口高等小学 

校跡地に第一期工事が着手されました。翌 24 年には、第  開校式の様子です。木造校舎、木製の机と椅子が時代を感じます。 

二期工事が開始され、同年 8 月に完成。市立西大口中学校 

としてスタートしました。また、同年 10 月 7 日には浦島丘 

中学校から分離独立し、翌日の 8 日に市立神奈川中学校と 

校名を改称して開校式が挙行されました。以後輝かしい歴 

史を積み上げて、現在に至っています。 

開校当時は、校長先生以下 18 名の教職員と生徒 608 名の 

規模だったそうですが、30 年代には全校生徒が２千名を超 

えることもあったそうです。学区には本校をご卒業された  

地域の方や保護者の方々が多くいらっしゃるので、家庭団 

らんの時や、これから各地域で行われるお祭り参加の機会 

に、それぞれの年代における学校の様子などをお聞きする 

のも良いかもしれません。 

そして来年度は、いよいよ創立７０周年を迎えます。神奈川中学校が７０年の歴史を積み上げてきたこ

とを、生徒の皆さんをはじめ、教職員、保護者や地域の方々、さらに神奈川中学校に関わった多くの方々

と共にお祝いしたいと思います。そのために、今年度から様々な準備をしていきます。準備に関しては、

生徒の皆さんにも大いに協力してもらいたいと思っています。生徒会をはじめ各委員会、各部活動の皆さ

んだけでなく、各学年や学級など、皆さん一人ひとりに手伝ってもらいながら準備を進め、皆さんのすて

きなアイデアを生かしていきたいと思っています。 

来年の１１月２日（土）に創立７０周年の式典を行います。ご協力をよろしくお願いいたします。 

８ コンクール等と部活動の活躍 

美 術 部    第５５回 関東地区中学生 海の絵画コンクール 銀 賞 小林 美羽(2-1) ・ 佳 作  吉田 優里花(1-3) 

 

  陸上競技部     県中学校選抜陸上競技大会   女子共通  走り幅跳び    第３位   5m 30    小池 桜(3-3) 

女子２年  100m         第８位  13”08  福島 揺(2-4) 
 

サッカー部    横浜市中学校総合体育大会 サッカー大会  出場 
 

バドミントン部 横浜市総合体育大会 神奈川区ブロック大会 個人戦  

ｼﾝｸﾞﾙｽ 優勝 齋藤 とも江 (1-3)    準優勝 柴田 花菜 (3-4) 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 準優勝  田村 沙梨 (3-5)・住吉 彩 (3-1)組 

        横浜市総合体育大会 横浜市予選会 個人戦 

ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ 16 齋藤 とも江 (1-3)・柴田 花菜 (3-4) 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ  ３位   田村 沙梨 (3-5)・住吉 彩 (3-1)組 （県大会出場） 

団体戦 ﾍﾞｽﾄ 16 
 

野 球 部     横浜市総合体育大会 野球大会  ３回戦進出 １回戦 対 藤の木中 ３０対１（５回コールド）○ 

                              ２回戦 対 港中     ８対１（５回コールド）○ 

                                         ３回戦 対 平楽中   ０対３ ● 
 

水 泳 部     神奈川県中学校水泳競技大会 兼 第５８回全国中学校水泳競技大会県予選会 

             《女子》 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ  ７位  5:15.11  渡部 悠菜(1-2)  関東大会出場 

                         《男子》 200m 背泳ぎ    ４位  2:15.60  餅田 凛太郎(2-3) 関東大会出場 

                  200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ  ５位  2:14.24  餅田 凛太郎(2-3) 関東大会出場 

                  200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ    ５位  2:14.53    大木 悠也(2-1)  関東大会出場 

           400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  4:23.09  関東大会出場 

           上野 元(1-4)･前田 柊(2-4)･大木 悠也(2-1)･餅田 凛太郎(2-3)/【補】廣瀬 至(3-1)･林 柊(3-4) 
 

卓 球 部     横浜市総合体育大会 卓球大会    団体戦 ブロック予選 出場 
 

バレーボール部  横浜市総合体育大会 バレーボール大会  出場 
 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部  横浜市総合体育大会  ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会  女子 ２回戦進出 

男子 ３回戦進出 
 

ソフトテニス部 横浜市総合体育大会 男子個人戦 ３ペア進出    

男子団体戦 ﾍﾞｽﾄ 32 7/31 試合進出 


