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「できない理由は探さない、できることを探す」 

～ 大 人 の 背 中 ～ 

校 長  市之瀬 雅夫 

 ６月に学校が再開して４か月ほど経ちました。再開直後は、どこか生徒にも重々しい雰囲気が漂っておりま

したが、最近では、南が丘中学校の生徒らしい明るい声、屈託のない笑顔が戻ってまいりました。社会全体が

大変な状況の中で、南が丘中学校の生徒が落ち着いて過ごすことができているのは、生徒がよいのはもちろん

のこと、ご家庭や地域など様々な環境に恵まれているお陰であると感謝しております。このように恵まれた人

間関係に支えられて、表面的には何事もなく明るく振る舞っている生徒ですが、コロナ禍の中でいつもどおり

でないことが多い中にあって、本当は不安やストレスをたくさん抱えているのだと思います。学校職員一同、

しっかり見守って支えていきます。皆様もお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。 

 ９月１８日（金）に体育祭が予定されておりましたが、当日のみならず準備を含めて考えますと、例年にな

い猛暑の中で、新型コロナウイルス感染症を予防してのこの日程での実施は、困難であると判断いたしまし

た。体育祭実行委員会の生徒の気持ちを考えて、同じようにはできませんが、何らかの活躍の場面を今後つく

る予定です。 

 校外学習はコロナ禍で延期となり、３年の修学旅行は１０月１１日（日）から２泊３日、２年の自然教室は 

１１月１９日（木）から１泊２日、１年の遠足が１０月１３日（火）に変更となっておりました。新型コロナ

ウイルスの影響は依然として続いております。校外学習の実施について、できない理由を見つけることは簡単

にできますが、できない理由を探すのではなく、できることを探して実施していく方針です。感染症対策をし

っかりして、できることを探して例年とは違った形になったとしても実施に向けて努力を続けております。そ

の上で、どんなにがんばっても学校と同レベル以上の対策がとれなかったり、感染状況が大きく変化して危険

な状況になったりしたときには、生徒にしっかり謝罪し、実施を断念したいと考えております。他の教育活動

も同様に考えております。 

 世界中が大変なコロナ禍の中で教師のあきらめない姿や大人としての姿を子どもたちにしっかり示し続けた

いと考えています。本校の様々な教育活動の中で多感な中学生に少しでも大人の背中を示せるよう頑張って参

ります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

【横浜市立南が丘中学校 学校教育目標】 

     ○ 知性豊かで、国際社会で活躍できる生徒を育成します。 【知】【開】 

     ○ 心豊かで、地域社会に貢献できる生徒を育成します。  【徳】【公】 

     ○ 人間性豊かで、たくましい生徒を育成します。     【体】 

 

   ☆ 私たちが目指すもの ☆ 

    「全員を仲間と認める」 「仲間を大切にする」 「仲間と協力する」 

横浜市立南が丘中学校だより 

令和２年度 １０月号 

令和２年９月３０日 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/03/9ce1fcbbfaf7a0ffa57db89030118a43.png
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                  ～８月に行われた学年行事や学校での取組をご紹介します～ 

 ☆ 教育実習について 

 

 

 

○ １０月 ・ １１月 の主な予定（変更になる場合があります） 

10 月 1 日（木） 1 年内科検診 
28 日（水） 

1 年歯科検診 

2 日（金） 3 年英語検定 南颯祭準備 

6 日（火） 尿検査 29 日（木） 南颯祭 

8 日（木） 2 年内科検診 11 月 2 日（月） 1 年心臓検診 

9 日（金） 前期終業式／後期始業式 
4 日（水）～10 日（火） 

3 年個人面談 

11 日（日）～13 日（火） 3 年修学旅行 南総祭展示（別所コミハ） 

13 日（火） 1 年遠足 6 日（金） 1・2 年学級懇談会 

14 日（水） 

1 年遠足予備日 12 日（木）・13 日（金） 教科相談 

3 年修学旅行代休 16 日（月） 3 年後期中間テスト 

2 年歯科検診 17 日（火）・18 日（水） 後期中間テスト 

16 日（金） 専門委員会 19 日（木）・20 日（金） 2 年自然教室 

20 日（火） 尿検査 19 日（木） 体操着販売 

21 日（水） 

生徒会認証式 24 日（火） 生徒会本部役員選挙告示 

評議会 25 日（水） 選挙管理委員会 

進路説明会 26 日（木）～ 生徒会役員選挙運動開始 

23 日（金） 
専門委員会 27 日（金） 防災訓練 

学校運営協議会   

 

 

 

８月３１日から９月１８日までの３週間、国語科が２名、英語科、技術家庭科、保健体育科の計５名 

の卒業生が教育実習を行いました。

授業や、学級活動、部活動など様々

な場面で、生徒たちと沢山の関わり

を持ち、卒業生の実習生はもちろ

ん、生徒にとっても有意義な経験と

なったように思います。 

  

   

様々な取組 

お知らせ 
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○ スクールカウンセラーの予定（相談室直通電話：℡７３１－５０３２） 

   １０月２日（金）、９日（金）、１６日（金）、２３日（金）勤務予定です。相談ご希望の方は、担任または生徒

指導専任（増尾）までご連絡ください。（本校℡711-1101） 

 

 ○ 文部科学省より 

   「体罰等によらない子育てのために」の啓発資料です。ご覧ください。 

 

 

＜ネット犯罪の未然防止に向けた指導について＞ 

新聞報道等によれば、市内において、オンラインゲームで知り合ったと思われる成人男性に児童が連れ去られる

事案が発生しました。人の目につきにくいＳＮＳ等を利用し、児童生徒を言葉巧みに誘い出す等といった極めて卑

劣な事案が発生したことを受け、同様の事案がどこの学校、どこの地域においても起こり得るものとの認識に立ち、

改めて、子どもたちや保護者の皆様への啓発を促すとともに、“スマホ時代のキミたちへ”の資料を配布しました。 

子どもの感覚では、現実世界と仮想世界の区別がつきにくく、オンラインゲーム等を通じて親しくなったような

錯覚から見知らぬ相手に気を許してしまったり、実際に会ってしまうことで事件に巻き込まれてしまったりする等

の危険性があります。子どもが利用しているゲームにどのようなリスクが潜んでいるのかを把握し、使い方を適切

にコントロールする必要があります。 

携帯ゲーム機やスマートフォン等の使用目的やフィルタリング、アプリのインストール等の機能制限なども購入

時や貸与時に話し合うこと、子どもが安心して使えるために、家庭におけるルールづくりをすること等について、

是非よろしくお願いします。 

文部科学省 HP の情報モラル指導の動画もよろしければご覧ください。 

（「文部科学省 ネット 教材」での検索も可能です。） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1368445.htm 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbAOd2f-4u_Mx-BCn13GywDI 
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＜交通安全について＞ 

 前ページのネット関係と同様、

交通安全についても各学級で指導

しています。 

自転車であっても一方通行は適

用になることや、二人乗り・イヤ

ホン・スマホなどの危険運転は絶

対にしないことなど、命を守り、

安全な行動がとれるよう適切な判

断ができるよう、学校でも指導し

てまいります。 

ご家庭や地域でも、児童生徒の

交通安全についてお声がけいただ

ければと思います。  

 

 

                  ～ここでは部活動の試合・発表の予定や結果などをご紹介します～ 

野球部   区秋季大会 １回戦 9/19（土）vs 南 0-7 5 回コールド 

交流戦 9/21（月）vs 六ツ川 0-11 4 回コールド 

K-1 大会 １回戦 10/10（土）vs 日野南 

陸上競技部  9/12（土）・13（日）横浜市３年生記録会が行われ、全員が個人種目とリレーに出場しました。 

ソフトボール部 10/10（土）新人戦が予定されています。 

水泳部   9/12 県記録会（横浜国際プール） 

4×50 フリーリレー 女子 2:11.09（23 位）  男子 1:51.11（6 位） 

※記録会に参加し、今までの練習の成果を発揮しました。 

ソフトテニス部 ＜男子＞ 区大会（団体戦）準優勝 

区大会（個人戦）第３位 笠原康輝・内藤勇輝 第５位 伴野慎・大塚登生/大島優太・石坂光陽 

南・保土ケ谷地区大会（個人戦）第４位 笠原康輝・内藤勇輝 第５位 伴野慎・大塚登生 

※入賞した２ペアは 10/11 に行われる市大会への出場が決まりました。 

＜女子＞ 区大会（団体戦）第３位 

区大会（個人戦）第５位 中川祭里・信優月 

南・保土ケ谷地区大会（個人戦）第３位 中川祭里・信優月 

※10/11 に行われる市大会への出場が決まりました。 

バドミントン部 9/21（月）女子団体戦 区大会 優勝   10/11（日）に行われる市大会へ出場します。 

バレーボール部 9/22（火）南区大会 3 位 

10/25（日）新人戦研修会横浜地区大会 

卓球部  9/5（土）横浜市中学校卓球交流大会 男子個人戦 ３ブロック 第１位 東柊佑  

吹奏楽部  南颯祭での映像発表に向けて、曲の練習に取り組んでいます。 

家庭部 文化祭に展示する個人作品を制作しています。 

美術部 文化祭のスローガンの垂れ幕や立て看板の共同制作、また部活動展示に向けて、本格的に忙しくなってきました。 

南颯祭での展示を楽しみにしてください。 

部活動の一幕 
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