
 

  １１月に入っても日によって暑くなったり、寒くなったりと体調管理が難しい日々が続いています。これからの乾燥した

季節、風邪やインフルエンザに罹らぬよう、うがいや手洗いを習慣づけていきましょう。 

先月１０月１９日の紺碧祭(文化祭)は、生徒の力によって盛大且つ大成功のもと、無事に終えることができました。ま

た、１０月２７日には午前中土曜参観、午後に１年生の職業体験学習が実施されました。各行事や催しを参観いただい

た保護者や地域の皆様、学校まで足を運んでいただき、誠にありがとうございました。 

 さて、生徒たちにとっては、紺碧祭という大きな行事を終えてホッとしていられる間もなく、１１月は学習モードへと切り替

えていかなければならない時期となりました。特に３年生は、１１月４日に英検の２次試験、９日には横浜市の学力・学習

状況調査、そして先週は全学年で第３回定期テストが実施されるなど、正に学習に集中の日々を過ごしてきたと思いま

す。また進路面談も行われ、いよいよ自分の進路を明確にする時期でもありました。来月の最終面談で、一人ひとりが

より良い進路選択をできるよう願っています。 

 １１月号では紺碧祭を中心に、生徒の各行事への参加の様子などを紹介して参ります。 

 

１ 第６９回 紺碧祭 
   １０月１９日(金)、紺碧祭が本校体育館で盛大に実施されました。早い段階から、合唱曲や指揮者・伴奏者を決め

てきたところですが、実際に練習や準備に入ることができたのは９月２２日の体育祭が終わってからで、本番まで３週

間という期間の中、実行委員を中心にして全校生徒が紺碧祭の成功に向けて全力で取り組んでいました。 

   各学級ともに、合唱をつくり上げていく過程で様々なことがあったと思いますが、そうした課題を乗り越えて、すばら

しい合唱をつくり上げました。１年生の元気な歌声、２年生のすばらしいハーモニー、そして３年生のバランス良く、

堂々とした見事な合唱。全体的に合唱のレベルがとても高いと感じられました。それだけ、どの学級・学年も頑張って

きた証だと思います。特に３年生の合唱は全学級が総合的にすばらしく、合唱に向かう姿勢は後輩たちへの良き手

本となり、伝統の確実な継承を予感することができました。 

今年のスローガン、『紺碧映え ＃神中なう ～音楽にドレスを着せましょう～』そのままに、どの学級も音楽に美しい

ドレスを着せて、聴いているすべての人々に感動を与えることができたと思います。また、今年度は白幡・大口台・港

北小学校の音楽専科の先生方にも審査をお願いしました。ご多用の中、本当にありがとうございました。 

   ここで、紺碧祭を迎えるまでの準備をはじめ当日の進行など、実行委員をまとめながら紺碧祭の成功に向けて、中 

心となって尽力してくれた、紺碧祭実行委員長の秋山 莉菜さんの言葉をご紹介します。 

  【紺碧祭実行委員長 秋山 莉菜(3-1)】 

  私は神中二大行事である紺碧祭をすばらしいものにしたいと思い、実行委員長に立候補しました。 

今年は例年にくらべても、合唱の練習期間が短く、全ての学級が選んだ一曲を完成させることがき 

るのか不安に思うこともありました。しかし、どのクラスも一人ひとりが協力し合い、真摯に練習す

る姿が浮かぶ様なレベルの高い発表でした。特に、三学年ではほとんどのクラスが朝練初日から練習

を始めていて、学年一丸となり、紺碧祭を成功させよう、良いものにしようという気持ちが伝わって

くる様な合唱でした。生徒のみなさんの中には、合唱に対して苦手意識があり、もしかしたらあまり

乗り気ではない人もいたかもしれません。しかし、本番ではそのような様子はみられず、すべてのク

ラスが心を一つにして歌っていた姿がとてもすばらしかったと思います。 

私自身は、全体の運営とクラスでの活動を両立することに大変さを感じることもありました。しか 

し、クラスのみんな、実行委員の仲間、先生方に助けてもらい、最後までやり遂げることができまし

た。また、今回学んだ多くのことを残りの中学校生活、将来の自分に生かしていきたいと思います。 

 最後になりましたが、このすばらしい紺碧祭を迎えることができたのは、地域の皆さま、保護者の

方々、先生方のご協力のおかげです。いつも私達の成長をあたたかく見守ってくださり、感謝してお

ります。これからもご指導していただければ幸いです。 

中学校生活最後、平成最後の年に、この最高の紺碧祭を迎えられたことを幸せに思います。ありが

とうございました。 
 

          

 《合唱の部》 

 曲 名 指揮者 伴奏者 ステージ発表 

  ◎ 国際平和スピーチコンテスト 

   『みんなで守ろう、地球の宝』 

   ３年４組 郷 真里奈 

 ◎ 各学年総合 体験学習報告 

  １年：自然教室 

  ２年：鎌倉遠足 

   ３年：修学旅行 

  ◎『Let,s DANCE』体育科 ３年生 

  ◎ 吹奏楽部 ステージ演奏 

      「The music of Disuey」 

 

展示発表 

  ◎ ８・９組   作品展示 

  ◎ 美 術 部  作品展示 

  ◎ パソコン部  作品展示 

  ◎ 茶 道 部    お茶会 

  ◎ 保健委員会 展示 

  ◎ 奉仕委員会  展示 

  ◎ 教科・委員会展示 

   国語科・技術家庭科・理科 

   美術科・社会・保健体育・英語 

１年学年曲 夢の世界を 志方 穂乃風 岡田 美佳 

１年１組 風は今 兒島 大樹 山本 陽菜 

１年２組 変わらないもの 三ヶ森 音彩 大塚 莉乃 

１年３組 ＣＯＳＭＯＳ 佐々木 りこ 齊藤 とも江 

１年４組 広い世界へ 佐野 陽菜 飯塚 可紫 

１年５組 この星に生まれて 加藤 あずさ 小島 桃子 

２年学年曲 若い翼は 佐藤 こころ 今富 音空 

２年１組 エトピリカ 葉原 海琴 菊地 美織 

２年２組 大切なもの 馬渕 純平 五本木 怜 

２年３組 空駆ける天馬 佐藤 こころ 金和 那奈 

２年４組 虹 窪田 希愛 小栗 なな 

２年５組 友～旅立ちの時～ 藤原 結心 金子 夏実 

３年学年曲 大地讃頌 池口 梨菜 小島 桜子 

３年１組 IN TERRA PAX 川口 愛梨 八木 りさ 

３年２組 モルダウ 楠元 杏伶文 澤水 菜乃香 

３年３組 青い鳥 澤田 えりい 小島 桜子 

３年４組 あなたへ 安本 杏夏 志方 結衣乃 

３年５組 黒い瞳 酒井 暖未 青野 彩夏 

末田 奈々 

  《合唱の部結果》                      

  １年生 金賞 １組 銀賞 ２組  最優秀指揮者賞      最優秀伴奏者賞 

２年生 金賞 ２組 銀賞 １組  １年１組 兒島 大樹   １年５組 小島 桃子 

３年生 金賞 １組 銀賞 ３組  ２年２組 馬渕 純平     ２年１組 菊池 美織 

    全校賞 ３年１組     ３年１組 川口 愛梨   ３年３組 小島 桜子 
  

    全校賞を受賞した３年１組「IN TERRA PAX」の合唱風景        ３年実行委員のメンバー 「お疲れ様でした。」 

     

     

     

     
 

      

     

     

     

 
 

 

 

                                                                体育館入口前の作品展示風景 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

横浜市立神奈川中学校だより 

 

 



２ 土曜参観・１年生職業体験学習 

    １０月２７日(土)、午前中は授業参観、午後は１年生の職業体験学習が行われました。中学１年生対象に取り組ん

できた職業体験学習は、今回で３１年目になります。本校卒業の保護者の中で、職業体験学習を実際に経験され

た方も数多くいらっしゃると聞き、改めてその歴史を実感しました。地域在住の職人の方をはじめ、新規の企業の方

など幅広い職業の方々が講師となり、１９コースそれぞれ特徴ある体験授業を展開していただきました。また昨年に

続き、中学１年生の他に小学生も数名参加しました。この体験学習は地域の方や保護者、行政や企業の方など、

多くの方々のサポートによって成り立っており、普段の授業では得られない貴重な体験をすることで、職業に対する

興味・関心を高めたり、自分の将来について考えたりする中で、生徒たちのさらなる成長につながっています。 

    実際の学習場面では、講師の方の話を真剣に聞きメモをとる生徒や、興味をもって一生懸命体験に取り組む生

徒の姿を見ることができました。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。 
  

 【公開授業の様子】 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                 

【１年職業体験 コース一覧表】 

【１年職業体験の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ コンクール等と部活動の活躍                      

 

「中学生の『税についての作文』」 神奈川県税務署長賞受賞  岡本 康平(3-4) 一日税務署長就任予定 
  

2018 年 横浜の子どもが作る弁当コンクール 

       ＪＡ横浜賞 受賞      大里 五穣(1-2) 

       横浜 Ｆ･マリノス賞 受賞  横山 真希登(2-1) 

       池商賞 受賞        楠元 杏伶文(3-2) 

       入選  吉田 倫理(2-2)・山本 舞(2-3)・杉本 実優(2-5)・澤水 菜乃香(3-2)         
 

陸上競技部   Ｕ-１６ ジュニア関東選抜合宿に選出    福島 揺(2-4) 
                                           

サッカー部  神奈川県サッカー大会 横浜ブロック予選  出場 
 

バドミントン部  区 秋季バドミントン大会  個人戦  女子シングルス １位  齊藤 とも江(1-3) 

女子シングルス ３位  岡田 美佳(1-1) 

区 秋季バドミントン大会  女子団体戦  ３位 
     

吹奏楽部   大口台小学校運動会 午後１番の全校演技で「ＨＯＰＥ」を演奏 

       大口１番街 ふれあい秋まつり  ４５分間のコンサートで８曲披露 
                        

 事業所名 (敬称略 )  活  動  内  容  

1  神奈川区選挙管理委員会  選挙について学習。模擬投票と開票作業を体験する。 

2  横浜市水道局鶴見水道事務所  水道局について説明を聞き、浄水処理などを行う。 

3  橋本畳店   畳の作りや畳の歴史などについて学習する。 

4  茂木建設工務店  道具や木の説明。くぎ打ち体験や班ごとに「まな板」づくりを行う。 

5  横浜テクノオート 整備士の仕事体験。バイクのエンジンの分解などを行う。 

6  和菓子処 桃太郎  まんじゅうづくりを通して、和菓子屋の仕事を学ぶ。 

7
 (株）三菱鉛筆東京販売  

          神奈川営業所  
商品紹介やデモンストレーション販売の体験を行う。

 

8  (株）伊藤園新横浜支店  お茶について学び、正しく、美味しいお茶の入れ方を体験する。 

9  カコトリミングスクール トリマーの仕事について。カット実演、模型の犬を使用したカット体験、実際の犬にリボン付け。 

1 0  東京新聞横浜支局  インタビューの仕方を学び、実際にインタビューから記事を作ります。 

11  神之木地域ケアプラザ 地域の人に対する支援方法（育児支援・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ講座体験）を学ぶ。 

1 2  横浜建築業青年会  グラウンドにて、実際に建設現場で使う工具や重機の体験をしたり、測量体験をする。 

1 3  日本公認会計士協会  

        神奈川県会  
会計って何？会計・原価計算の基礎を具体例を挙げながら学ぶ。 

1 4  横浜歯科医療専門学校  歯科技工士や歯科衛生士の仕事を学ぶとともに、歯の代わりに指の型を取ってみたり、

歯磨きの指導体験をする。 

1 5
 神奈川県弁護士会  

    本間・竹森法律事務所  
弁護士の仕事内容を聞き、簡単な模擬裁判に挑戦する。

 

1 6  明治安田生命保険相互会社 生命保険とは何かを学び、ビジネスマナーについて体験する。 

1 7  横浜ﾏｲｽﾀｰ  クリーニング師  アイロンがけ体験としみ抜き実演からその技術を学ぶ。 

1 8  横浜ＦＣスポーツクラブ  スポーツクラブチームの様々な仕事内容を学ぶ。  

1 9  神奈川県職業能力開発協会ものづくり 
マイスター パティシエール  

パティシエの仕事体験。マイスターによるホールケーキづくりの実演と実際にホールケー

キをつくる体験。 


