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横浜市立希望が丘中学校
http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/kibogaoka/

学校教育目標
～真理を愛し、個性を伸ばし、心身共に健康で情操豊かな人になるために～
（１） 自ら学び続ける強い意志と態度を身につけよう。
【知】
（２） 自然を愛し、人を思いやる温かい心を育てよう。
【徳】
（３） 健やかでたくましい身体づくりに励もう。
【体】
（４） コミュニケーション能力を高め、協力し合い、よりよい社会をつくろう。
【公】【開】

成人年齢18歳について
校長

小嶋貴之

つい先日まではハロウィーンのオレンジ色が街にあふれていましたが、いまはクリスマ
スの赤と緑の装飾が街を彩っていて、平成 30 年も残りわずかということを実感させられ
ます。
さて、今年 6 月、成人年齢を現行の２０歳から１８歳に引き下げるとともに、女性が結
婚できる年齢を１６歳以上から男性と同じ１８歳以上にする「改正民法」が成立したこと
は記憶に新しいところです。成人年齢の見直しは、1876（明治９）年の「太政官布告」で
満 20 歳とされて以来、約 140 年ぶりとのことです。
その施行は 2022 年４月１日。なかなか実感はわきませんが、いまの中学 3 年生は３
年４カ月後の４月１日に、一斉に、
「成人」します。中学２年生以降は 18 歳の誕生日を迎
える日に順次「成人」することになります。高校３年生で大人になるわけです。
すでに選挙権年齢が 18 歳に下げられるなど、18・19 歳の若者にも社会参画を促す施
策が進められてきた経緯があります。そうした中、市民生活に関する基本法である民法で
も、18 歳以上を「大人」として扱うのが適当だということになったわけです。ただし、健
康被害やギャンブル依存症への懸念から、飲酒や喫煙、競馬や競輪などについては現在の
20 歳の基準が維持されます。
民法が定めている成年年齢は、
「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、
「父
母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得な
くても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
自由を得ると同時に責任と危険を背負うことになります。例えば、未成年者保護のため
の、親の同意なく契約した場合に原則取り消せる規定は、18・19 歳には適用されなくな
ることから、悪質商法による消費者被害の拡大を懸念する声も出ています。
学校における消費者教育の充実がますます求められるところです。
学校というところは、
「大人」になるための自覚と判断力を養うという意味で、社会にで
るための予行演習の場という一面をもっています。11 月 20 日に生徒会本部役員選挙が
行われました。全生徒で構成する生徒会において、自治活動を推進するリーダーを選ぶも
のです。700 名を超える生徒の代表となるには並々ならぬ覚悟が必要です。その覚悟をも
って立候補した人たちに対して、しっかりと向き合い投票すること。これが将来、「大人」
として責任をもって行動ができるだけの教養と判断力を培う土台となります。
ところで、成人式はどうなるのか、ちょっと心配になります。高校 3 年生の 1 月という
受験シーズンに実施するのか。施行後初となる 2022 年度（2023 年 1 月）の成人式は、
18 歳、19 歳、20 歳の 3 世代同時に実施するのか…。
「18 歳成人」まであと３年と４カ月です。

キャリア学習
「キャリア教育」とは、キャリア（経験）を活かして、現在や将来を見据えることなど
を主眼にして行われる教育のことで、将来を担う若者たちの勤労観、職業観を育み、自立
できる能力をつけさせることを目的に行われるものです。本校では次のような内容で行わ
れており、１１月２日（金）に職業講話、職場体験が行われました。
１年生：職業講話（様々な職業で活躍されている方々のお話を聞き、多くの職業があることを知る）
２年生：職場体験（実際に職場を訪れ、その職業を体験させてもらうことで、働くことの大変さと
そのやりがいを学ぶ）
３年生：進路講話（高校の先生を本校にお招きし、高校の先生のお話を生で聞き、各高校の特色を
理解して進路選択の参考にする）
進路選択、決定（自分を見つめ、中学校卒業後の進路を決定する）

1 年生 職業講話
５・６校時に行われました。
『消防士』
『ベリーダンサー』
『作家』
『造園』
『美容師』
『西洋
料理』『木工塗装士』『ステンドグラス』を職業とする方々を講師としてお招きして、子ど
もたちに「仕事のやりがいや面白さ、その仕事に必要な適性や資格」などを含めた話をし
ていただきました。
生徒の感想より
・すごくおもしろかった。知らなかったことや、いろいろな発見があり、もっともっと職業について知り
たくなった。世の中にはたくさんの職業があり、それぞれいろいろな苦労をしていると思った。来年の
職場体験が楽しみになった。
・ベリーダンスなどあまり聞いたことのない職業について聞けたので良かった。職業だけではなく生き方
などについてもお話しを伺うことが出来て、貴重な体験となりました。日常生活でも役立つことを教え
ていただき、とてもいい時間だった。

2 年生 職場体験
幼稚園・保育園、学区小学校、ケアプラザ等、主に公共施設を中心にして、その他、北
海道芸術高校、町田調理師専門学校、厚木高等専修学校といった職業に関する学習をして
いる学校を、子どもたちがそれぞれ訪れ、実際に「働くこと」を体験しました。
生徒のお礼の手紙より一部抜粋
・実際にヘアメイクを体験して、細かいところまで気を配る仕事ですごく大変だとわかりました。そのつ
らさを顔に出さず、相手を笑顔にする温かく素晴らしい仕事だと思いました。ヘアメイクを笑顔で、と
てもていねいに教えてくださりありがとうございました。
・ケアプラザで体験をして、地域のことをとても熱心に細かいところまで考えていた姿が印象に残ってい
ます。地域のことを本当により良くしようと真剣に考えてくださる方々がいるというのはとてもうれし
く感じました。私たち中学生にできることがあればみんなで協力していきたいと思います。
この学習をきっかけにして、自分の将来について、真剣に向き合い、考えを深められると良いと思います。

あいさつ強化週間
１０月２６日から１１月２日の 1 週間、生徒会本部が中
心となって「あいさつ強化週間」が行われました。これは、
希望が丘中学校区の児童生徒が集まって行われた「横浜こ
ども会議」で「誰もが安心して通えるいじめのない学校つ
くり」を目指すにはどうすればよいかが話し合われ、その
一環として、共通に取り組んでいるあいさつを大切にしよ
うと決まりました。日頃、生徒会本部が取り組んでいる「あ
いさつ運動」の枠を広げて、常任委員会や部活動に協力を依頼して行われました。

新生徒会本部役員決定
３年生は中学校卒業まであと３ヶ月強。中学校を巣立つ日
は日一日と迫ってきています。学校の様々な活動が徐々に３
年生から２年生へ引き継がれていきます。
希望が丘中学校の新しい生徒会本部役員を決める選挙が、
１１月２０日（火）に行われ、新役員が決まりました。立会演
説会では、各立候補者はもちろんのこと、応援演説者も立派
に自分の考えを述べていました。今後希望が丘中学校のリー
ダーとして活躍を期待します。
○新生徒会本部役員（敬称略）
会長
２年生 １名
副会長
２年生 １名 １年生 １名
本部役員 ２年生 ２名
１年生 ２名

投票の様子
旭区の選挙管理委員
会より借用した本物の
記載台と投票箱を使用
しました。

体育活動優秀生徒
体育授業や部活動などの体育活動全般において、全国大会レベルの顕著な実績やリーダ
ーとして活躍した生徒が、横浜市立中学校体育連盟から体育活動優秀生徒として表彰され
ます。
毎年横浜市内の各中学校から３年生男女別に１名ずつ選考されます。今年度は、男子は
サッカー部部長、女子は柔道部部長が選ばれました。サッカー部の部長として、部をまと
め県大会に出場する原動力となりました。また、柔道部の部長として部をまとめ、団体戦
において市大会で優勝する原動力となり、個人戦では神奈川県のチャンピオンとして関東
大会、全国大会に出場し、日本代表としてロシアにまで遠征しました。
受賞者２名は、１１月７日（水）に行われた横浜市立中学校総合体育大会閉会式で表彰
されました。

地域で活躍 希中生！
＊笹野台地区防災訓練
１1 月 4 日（日）笹野台地区の防災訓練が行われ、本校の野球部の生徒が２５名参加し
ました。実際に防災訓練に参加して防災に対する知識を深めました。
＊東希望が丘小学校 「歌のつどい」に合唱部が参加。
1１月９日(金)に行われた東希望が丘小学校「歌のつどい」に希望が丘中学校を代表し
て、合唱部の皆さんが参加し、保護者、地域の皆さんの前で美しいハーモニーを披露
しました。
＊第 2３回ふれあいバザー広場＆福祉バザーに希中生がボランティアで参加
1１月１８日(日)に東希望が丘小学校体育館、校庭で行われた東希望が丘地区社会福祉
協議会主催第 2３回ふれあいバザー広場＆福祉バザーに希望が丘中学校の生徒が 9 名
がボランティアとして参加し、物品の販売などのお手伝いを行いました。

活躍しています 希中生！
陸上部 市総体
１５００ｍ
４位 ２年生男子（県総体出場）
走高跳
４位 ３年生男子（県総体出場）
低学年リレー ４位 （県総体出場）
県総体
走高跳
８位 ３年生男子
市秋季陸上競技大会
８００ｍ
１位 ２年生男子
砲丸投
４位 ２年生男子
リレー
７位
野球部 横浜市秋季野球大会 ３位
卓球部 横浜市秋季卓球大会 個人戦 １年の部 ５位 １年生男子（県大会出場）
技術部 創造アイディアロボットコンテスト県大会 全産協会長賞
※関東・甲信越大会出場
美術部
・北芸 ジュニアアートグランプリ（関東 B ブロック大会）イラストレーション部門
銀賞
３年生女子
奨励賞
３年生女子
学校協力賞
横浜市立中学校・義務教育学校個別支援学級 合同体育祭
２年の部 ２年生女子 走幅跳 １位

１２月、１月の主な行事
１２月

４日(火)～ ７日(金) ３年生進路面談（３年生のみ昼食なし）
１３日(木)～１８日(火) １・２年生保護者面談（全学年昼食なし）
２０日(木)
常任委員会

２５日(火）
１２月期 授業最終日（昼食なし）
※冬期休業日 １２月２６日～１月６日
１月
７日(月)
全校朝会 校内書初め展（１８日まで）
１１日(金)
中央議会(３年生最後)
１８日(金)
２１日(月)
２２日(火)

小中英語交流事業
放送朝会 私立推薦入試
小中交流日

２３日(水)
２４日(木)
２８日(月)
２９日(火)

学校保健員会
常任委員会（３年生最後）
中央議会
８組 合同学芸会リハーサル ３年生共通選抜出願

スクールカウンセラーによる“相談日”のご案内
☆日時：１２月５日(水)、１２日(水)、１９日(水)、２５日（火）
１月９日(水)、１６日(水)、３０日(水)
２月６日(水)、１３日(水)、２０日(水)、２７日(水)
＊通常、９時～１７時です。（１２月２５日は１１時～１６時）
☆場所：希望が丘中学校

トークルーム（１棟 2 階）

カウンセラー専用直通電話
０４５（３９１）３７０３

