
 

  ８月２７日、いよいよ２学期がスタートしました。始業日を迎え、職員一同、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っています。 

 今夏は猛暑など異常気象が続く中、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

実になっているはずです。自分の努力で得た知識や技能を２学期の生活の中で十分発揮してもらいたいと思います。 

２学期は、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り、一年間の学校生活の中で最も充実す

る学期だと思います。行事を成功に導くためには、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

なくてはなりません。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。 

さて今年は、６月末から８月初旬にかけて断続的に発生した西日本豪雨をはじめ、９月４日の台風２１号日本上陸の

ほか、９月６日には北海道胆振東部地震が発生するなど、各地で豪雨や台風、地震による甚大な被害があました。ま

た全国的に猛暑が続き、熱中症による被害も重なりました。被災された方々や被害に遭われた方々へ、心よりお悔や

みとお見舞いを申しあげますとともに、早期に皆様が安心できる生活を取り戻せるようお祈りいたします。 

 

１ コンクール等と部活動の活躍（夏休み中～９月初旬）                      

美術部展 出品作品 

吹奏楽部    横浜吹奏楽コンクール  中学校Ｂ部門  銀賞 受賞 

（みなとみらいホール） 
   吹奏楽部 コンクール後の集合写真 

 

 

 

                

 

 

 

 
 

 

平成 30 年度 神奈川区中学校生徒音楽祭  出演  

インヴィクタ序曲など３曲披露 （神奈川公会堂） 
 

美 術 部    平成 30 年度 横浜市立中学校 美術部展 出品 

「さくらプラザ」戸塚区民文化センターギャラリー 
 

  サッカー部   横浜市中学校体育連盟サッカー専門部 

横浜ブロック選抜 夏季活動参加 選考選手 

 秋山 駿(1-3) ・ 西舘 大嘉(1-5) 
 

陸上競技部   神奈川県中学校通信陸上競技大会    

女子共通 走り幅跳び  優勝 5m 63   小池 桜(3-3) 

女子共通  200m  第４位  25”95  福島 揺(2-4) 

女子２年  100m  第４位  12”68  福島 揺(2-4) 
 

関東陸上競技大会 

女子共通 走り幅跳び 第８位 5m 38  小池 桜(3-3) 

女子共通   200m   出場  25”95 福島 揺(2-4) 
  

 

卓 球 部    横浜市夏季カデット卓球大会 

           19 ブロック  第２位  鈴木 駿豊(2-1) 
 

水 泳 部     横浜市立中学校総合体育大会 水泳競技の部 

          《女子》 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ  ２位   2:28.40   渡部 悠菜(1-2)   

                     《男子》  200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ    １位   2:17.58     大木 悠也(2-1) 

200m 平泳ぎ    ４位   2:39.15   前田 柊(2-4) 

200m 背泳ぎ     ４位   2:26.24   上野 元(1-4) 
 

                  第 52 回 神奈川県中学校総合体育大会 水泳競技の部 

           《女子》 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ  ４位   2:32.38   渡部 悠菜(1-2)   

                     《男子》  200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ    ３位   2:16.60     大木 悠也(2-1) 

100m 背泳ぎ    １位   1:00.97   餅田 凛太郎(2-3) 
 

                  第 42 回 関東中学校水泳競技大会 

           《女子》 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ  ３位   5:08.04   渡部 悠菜(1-2)   

                     《男子》  200m 背泳ぎ    ３位   2:14.36     餅田 凛太郎(2-3) 

200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ  ３位   2:14.03   餅田 凛太郎(2-3) 

400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ    ６位        4:21.91     餅田 凛太郎(2-3)/ 前田 柊(2-4) 

                                          大木 悠也(2-1) / 上野 元(1-4) 

                                         【補】廣瀬 至(3-1)･林 柊(3-4) 

バドミントン部 神奈川県総合体育大会 バドミントン大会  

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 県ﾍﾞｽﾄ 16   田村 沙梨 (3-5)・住吉 彩 (3-1)組 

        全日本ジュニアバドミントン選手権大会 横浜市予選会 

ｼﾝｸﾞﾙｽ 市ﾍﾞｽﾄ 3    齊藤 とも江 (1-3) 
 

野 球 部    神奈川区夏季野球大会   優勝     １回戦 対 錦台中    勝利 

準決勝 対 六角橋中  １０対０（３回コールド）○ 

決勝 対 栗田谷中   １対０ ○ 

 

                 横浜市中学校夏季野球大会   第３位  ２回戦 対  浜中    ２対１ ○ 

                         準々決勝 対 青葉区選抜  ５対３ ○ 

                           準決勝 対 都筑区選抜  ０対５ ● 
                                     

         神奈川区秋季野球大会 準決勝敗退  １回戦 対   松本中  １０対０（５回コールド）○ 

                             準決勝 対   菅田中   ０対４ ● 
 

ソフトテニス部 ソフトテニス選手権大会 鶴見・神奈川ブロック大会  

男子個人戦 ３位 長田 理久翔(2-1)・坂巻 陽太(2-2)ペア  

９位 齊藤 慎也(2-3)・齋藤 史良(2-4)ペア 

男子団体戦 準優勝 
 

 

２ ＰＴＡあいさつ運動       あいさつ運動の様子（正門） 元気なあいさつできたかな？  

    ８月２７日(月）～２９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

けの始業の日から正門と南門にて、ＰＴＡ役員・学

年委員・校外委員の方々をはじめ、生徒会本部役

員選挙立候補者及び応援者と選挙管理委員の生

徒、さらに青少年補導員の方々と教職員を含めた

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、心温まる２学期のスタートと

なりました。 

朝とはいえ残暑厳しい中、子どもたちのために取

り組んでいただいたＰＴＡ役員及び各委員の皆様、そして青少年補導員の皆様、本当にありがとうございました。  

 
 

 

 

 

横浜市立神奈川中学校だより 

 

 



３ 総合防災訓練                １年 班でｼｬｯﾀｰ数や消火器の場所確認!! 

８月３１日(金）の６校時、校内防災訓練を実施しました。今回は市内最大震度

５強の地震が発生したことを想定して、安全な避難方法と避難経路の確認とと

もに、連絡指揮系統と点呼の確認に重点を置いて訓練を行いました。避難の

際には、「おさない、かけない、しゃべらない、もどらない」の心得を守ってすみや

かに避難するとともに、がれきが落ちてくることを想定して、頭部の保護を中心と

した避難にも注意を払いました。また、訓練には神奈川中コミュニティーハウス

の方々にも参加をしていただきました。 

そして訓練の第２弾では、１年生は「神奈川区防災ガイド」の記入や「避難訓

練チェックシート」の記入の他、「神中ク        ２年 設置されたテントで煙体験と水消火器で火元の的当て体験 

エスト・防災版」を使って、各階の防火

シャッターの数や消火器の場所の確認。

また２年生は、神奈川消防署松見消防

出張所の青木里志所長や神奈川区役

所総務課 岩永 寛 危機管理・地域防

災担当係長のご協力とご指導をいただ

き、煙体験と水消火器体験を行いまし

た。そして３年生は、防災に関するグル

ープワークを各教室で行いました。各学

年それぞれの取組を通して、防災に対する意識が高まったのではないかと思います。 

生徒の皆さんにも紹介しましたが、これからも各地域で防災訓練が予定されています。是非、自分の居住地域

の防災訓練に進んで参加してみてください。 
 

４ 横浜こども会議   廣田さん・谷口さんのスムーズな司会進行!  各校の取組について意見見交換と議論の様子です。 

    ８月２９日(水）、１３時半から子

安小学校で、「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峯岸哲也さ

んが代表（発表者）として、さらに書記の廣田百香さんと会計の谷口遥香さんが司会として会議に参加しました。 

    峯岸さんは、小学生たちをしっかりとリードしながら議論をまとめ、堂々とブロック発表を行うことができました。ま

た、廣田さん・谷口さんによる司会進行で、会議全体がスムーズに進行していきました。ここで話し合われた内容

を神中ブロックの中で少しずつ実践し、皆が安心して生活できる学校の環境づくりに努力してください。 

    ここで、峯岸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。 

 

      私は、８月２９日に子安小学校で開催された、神奈川区の横浜こども会議に出席してきました。この 

会議は、「誰もが居心地のよい学校づくり」というテーマで始まりましたが、私たち神中と大口台小学校 

・白幡小学校で取り組む神中ブロックでは、先日神中でも行われた、自動販売機総選挙のことを発 

表しました。ちなみに、自動販売機総選挙とは、「チャイム着席アウト」ゼロを目指して、全校で基準とな 

るアウト数をクリアできたら、自動販売機の内容を一部変更できるという取り組みです。発表し合う中で、 

他の学校から神中の自動販売機総選挙についてたくさんの意見をいただきました。また、他の学校で 

の取り組みとして、あいさつ活動や学校内をキレイにしていくことで雰囲気を良くしていくことなどが出ました。 

 私はこども会議に出席して、他の学校と意見交換をすること、自分自身が考えることは、とても大切な 

時間であると感じることができました。 

 私の任期はあと少しですが、この短い時間の中で、色々なことを発信して、神中にたくさんの種を落と 

していくために、日々精進していきたいと思います。これからもよろしくお願い致します。 
 

５ ２回・第３回 小中合同研修会（神奈川中・大口台小・白幡小） 

８月２４日(金）、１４時から神奈川中学校にて、「神奈川中ブロック夏季合同    育てたい資質・能力について意見交換 

研修会」が行われました。今年度は次期中期学校経営方針の策定と新学習

指導要領編成に向けて、９年間で育てたい児童・生徒の資質・能力を明らか

にすることを目的に、小中の教員が集まり研修を行いました。ブロックでは、９年

後の子どもの姿として「たくましく社会を生き抜いていく子ども」の育成を目指し、

それに向けて育てたい資質・能力として「課題解決力」「自尊感情」「コミュニケ

ーション力」を挙げています。今回は、それぞれのカテゴリーについてグループ

討議とワークショップを実施し、小中教員の考えや思いを活発に出し合い、発

表し合う研修会となりました。３校が共通の目標をもって児童・生徒の教育に向

かっていきたいと考えています。 

    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    具体的な資質・能力を付箋で表示!! 

学校で授業研究会が行われました。
 
     

   白幡小学校では、道徳・算数・英語の授業が行われ、大口台小学校では、体

育・国語・算数の授業が行われました。神奈川中学校の教員が２校のグループ

に分かれ、さらにてそれぞれの教科グループに分かれて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。 

 

 

 

 

 

 
     大口台小学校 道徳の公開授業        白幡小学校 算数の公開授業        白幡小学校 研究協議全体発表会 

６ 生徒会本部役員選挙 

     ９月１２日（水）、平成３０年度 生徒会本部役員選挙が行われました。 全生徒の前で、候補者が立派な演説を述べました。 

    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  下城 実夏(2-2) 

副会長   米  杏佳(2-4)   田近 絹汰(1-5) 

書  記  河野 愛実(2-5)   大里 五穣(1-2) 

会  計  井口 菜央(2-2)   加藤 あずさ(1-5) 
 

     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   生徒手帳を提示し、投票用紙を受け取ります。      投票を記載した後、投票箱へ投函!! 

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 

い思いをもち続け、様々な活 

動場面で積極的に参画・協 

力し、生徒会を支えていって 

もらいたいと思います。 


