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 「コミュニケーション力」               1学年主任 小森 一樹 

入学してからまもなく２ヶ月になり、１年生も徐々に中学校生活に慣れてきました。中学生になり新

たな気持ちで部活や勉強に努力している姿が多くみられます。 

またアンケート結果から今年度の学年目標が「花束～咲く笑顔～」に決まりました。５枚の花びらの中

にはみんながこんな学年にしていきたいという「挑戦」「笑顔」「仲良く」「協力」「全力」のキーワードが

入っています。ぜひ日々の生活の中で意識をしてみてください。 

さて、今月３０日には箱根に校外学習に出かけます。しおりにも書きましたが、校外学習は学校生活を

送る仲間と日頃の生活では味わうことができない自然環境の中で、いつもよりたくさんの人と接する機

会をもち、交流を深めるという大切な目的をもって行われます。 

これからみんなが大人になるうえで、「誰とでも話ができる力」＝「コミュニケーション力」は最も大

切で必要な力です。人を外見だけで判断したり、悪口を言ったり、自分とは合わなそうだから声をかけな

かったり、話をしなかったり、人の意見を聞かずに自分の思いを感情的になって通そうとしたりするこ

とは、少しもプラスになりません。むしろ、たくさんの人と話そうとか、お互いに分かり合えるように話

をしてみるなど、これまでと意識を変えようとする心がけが必要です。 

これから、みんなが楽しみにしている体育祭や合唱コンクールの準備も始まります。どうしたら行事

を成功させられるか、クラスや学年のみんなと楽しむことができるかなど、実行委員の人を中心にたく

さん話をしてください。うまくいかないことがある時も誰かを責めるのではなく、どうしたら解決でき

るか、担任の先生や仲間とじっくり話をしてください。コミュニケーションをとりながら、中学校生活で

思い出に残る行事をみんなの力で創りあげてほしいと思います。 
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「目には見えない大切なもの」                 ２学年主任   田中 秀昌 

昨年の今頃、「学校楽しい？」という質問をすると、みんなの手が上がりました。「どんな学校にしたい」

という質問をすると、楽しく明るい言葉がたくさん返ってきました。「では、どうやったらそれが出来る

だろう？」と質問すると、「一人ひとりが相手の側に立った見方や考え方ができること」という答えが返

ってきました。 

あれから 1 年が経ち、どうだったでしょうか。「相手の側に立った考え方」を自然に実践することは、

自分たちが想像していたより難しいですね。 

この課題への取り組みとして２学年では、道徳や学活、総合の授業の中でグループワークをする機会を

増やし、お互いに意見や考え方を出し合いながら、自分とは違う考え方に触れる機会を作ってきました。

また、保健体育でも、テスト返却の前に再度同じテストをグループで解くということを行っています。そ

の成果としては、グループワークで男女分け隔てなく意見や考えを出せるようになってきました。ある

程度、周囲の目がある環境では形になってきましたが、人の目が届きずらい個人間では、相手を傷つける

一言を言ってしまう場面がまだあるようです。 

授業参観などで小学校の教室に行くと、「フワフワことば」と「チクチクことば」が分類されて、人に

何かを伝える時の言葉選びとして、掲示してあります。 

言葉は、音としては一瞬で消えてしまいますが、人の心にはずっと残ります。昨年にも載せましたが、

『星の王子様』の「大切なものは、目には見えない」という意味を今一度、子どもたちにだけでなく、私

たち大人も大切にしていき、より良い学年にしていきたいと思います。 

日々の生活はもちろんですが、5月 28日の鎌倉遠足や 6月 5日の体育祭で、子どもたちが「目に

は見えない大切なもの」を見つけてきてほしいと思います。 

 

「最高学年のスタート」                ３学年主任    藤田 隆宏 

 「おはようございます」毎日のように大きな声が廊下でこだまします。今年は最高学年です。どの生徒

もその自覚を持って生活ができています。委員会や部活動で、後輩の指導がしっかりできている話がよ

く聞かれるようになりました。うれしい限りです。 

1年生時のテーマの「あいさつ おはよう」が定着し、2年生時のテーマ「リーダー」が意識できたの

はうれしい限りです。今年は、最高学年。３年生として、どんな１年になるのか期待半分そして、不安も

ちょっとあります。「皆さんとの学校生活もあと 1年なんですね」とふと考える５月となりました。 

さて、今年のテーマを「進路」と設定させてもらいました。「一人ひとりが自分の生き方である進路を

しっかり考えよう。そして、3 年間のテーマでもある『おかげさま』が進路の報告でいえるといいです

ね。」その話を先日の学年集会で話させていただきました。 

担任の先生も皆さんに年度当初の願いを、学級通信でクラスに示していました。1組の小田喜級は、ク

ラスのテーマを「希望」「信頼」と設定し熱く語りました。2組の大橋級は、がんばってほしいことを 3

つ上げました。「前向き」「信頼」「自律」です。3組の渡辺級は、担任から一人ひとりに違うメッセージ

を書きました。4組の難波級は、「希三子の掟」と称したクラス内の決まり事を担任の思いを交えて学級

通信を発行しています。担任の思いが 3年生のみんなに伝わっていると思います。 

 5月 11日から、大阪・京都に修学旅行に行ってきました。天候に恵まれ、大きなトラブルや事故もな

く無事に終えることができました。生徒に聞いたところ、大阪では道頓堀の食べ歩きや「なんばグランド

花月」で芸人に大笑いできたこと、京都では金閣寺や伏見稲荷大社、北野天満宮などの寺社を班行動やク

ラス別行動で過ごしたこと、そして 2泊 3日寝食を共にして 語り合った友人との思い出が印象に残っ

たそうです。詳しくは後日発行の便りで紹介させてください。 
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松本中学校部活動について 

 

 １年生も多くの生徒が本入部をし、新年度の部活動が本格的にスタートをしました。改めてル

ールを確認して、夏の大会や発表会に向けて部活動に励みましょう。 

◎部名、顧問、活動場所 

野球 浦住 淳平、古谷 若菜 グラウンド 

女子バレー 久保田 建二、藤田 隆宏 体育館、多目的コート 

バスケットボール 菅野 洋平、難波 希三子 体育館、多目的コート 

サッカー 小田喜 通隆、山﨑 翔平 グラウンド、多目的コート 

ソフトテニス 坂口 瑞穂、大島 史子、中野 肇 グラウンド、多目的コート 

バドミントン 川名 美咲、落合 宏弥 体育館 

剣道 田中 秀昌、長野 陽子 格技場 

陸上競技 野尻 哲也、小森 一樹 グラウンド 

体操競技 清水 昭幸、千代田 明佳 体育館 

吹奏楽 渡辺 定智、大橋 亜紗美、中﨑 安弘 第１・２音楽室、１年教室 

美術 野口 智弘 上原 和美 美術室 

演劇 原 亜由美、髙屋 敬一郎 視聴覚室 

フラワーアレンジ 山本 ひとみ 保健室 

 

◎活動について 

   ・活動は顧問教師の指導のもとで行う。 

   ・定期テスト休みは３日前、１学期期末テスト・学年末テスト休みは５日前、その他のテストは

当日の朝練習を休みとする。 

   ・活動時間は、朝練習が７時以降に登校し、８時１５分まで、放課後は総下校時刻に下校できる

までとする。 

［総下校時刻］ 

期   間 時 刻 期   間 時 刻 

３月 ～ ９月 １８：００ ２月 １７：３０ 

１０月 １７：３０ １１月 ～ １月 １７：００ 

 

   ・土・日・祭日・休業日にも活動できる。 

   ・登校(朝練習の時) 、下校時の服装は顧問の認めるジャ－ジ、ウインドブレ－カ－、ユニフォー

ムの着用は可とする。（但し、校舎内での生活では禁止とする） 

   ・日・祭日・休業日の生徒の出入りは１年生昇降口のみとする。傘などは置いていかない。 

   ・活動は顧問・入部生徒ともに１年間とする。 

   ・登下校時の買い物、携帯電話の利用等は、学校のルールに準ずる。 
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【令和元年度 ６月 ～ 7月 主な学校行事】 

 

♦6月 3日（月）体育祭予行練習 

♦6月 5日（火）第 66回体育祭 

♦6月 11日（火）３学年ＰＴＡ懇親会 

♦6月 12日（水）1 学年ＰＴＡ懇親会 

♦6月 19日（水）2 学年ＰＴＡ懇親会 

♦6月 19日（水）～21日（金）1学期期末テスト 

♦7月 9日（火）～16日（火）三者面談 

♦7月 19日（金）1 学期終業式 

横浜市立松本中学校

（単位：円）

報償費 280,000 教育活動外部講師・地域協力者への謝金等
消耗品費 8,062,000 教材・教具、紙、印刷用品、保健、管理、事務関係消耗品等
食糧費 50,000 来賓接遇茶等

印刷製本費 132,000 公用封筒印刷等
修繕料 144,000 教材教具修繕、学校管理備品修繕等

通信運搬費 123,000 郵券、校外活動に関わる生徒の交通費等
手数料 100,000 図書装備、ピアノ調律等
委託料 137,000 粗大ごみ処分料等

使用料及び賃借料 997,700 生徒の搬送タクシー代,学校行事における引率者（教職員）の施設入場料等

学用器具費 2,420,000 教材整備全般、体育器具、事務用器具等
図書費 1,107,000 図書室用図書

負担金等 24,000 各種団体への登録料、加盟料、分担金、参加料等
施設小破修繕料 800,060 校舎・各種設備修繕、窓ガラス修繕
校地小破修繕料 64,500 校地設備修繕

手数料 30,240 施設修繕に係る手数料(教育施設課）
計 14,471,500

②その他

費目 配当予算額 主な執行内容
報償費 200,000 学校巡回員謝礼

燃料費 204,000 白灯油

計 404,000

③教職員旅費

教職員旅費（非常勤 20,000

教職員旅費 1,580,059

タクシー借上げ料 23,000

企画料 1,000

計 1,600,059

④光熱水費

電気 2,469,000 電気代

ガス 606,000 ガス代

水道 2,300,000 上下水道代

水道（プール） 1,519,000 プール水道代

計 6,894,000

費　目 使用限度額 主な執行内容

令和元年度  学校配当予算 

①学校運営費（費目間で流用可）

費　目 配当予算額 主な執行内容

費　目 配当予算額 主な執行内容
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