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今年の師走に思う 

校 長  市之瀬 雅夫  

 令和２年が終わろうとしています。陰暦１２月を「師走」と言います。「師馳せ月」（しはせづき）から

派生したものであり、この言葉の数ある語源説の中で「師」とは「僧」であり、「師匠の僧がお経をあげる

ために東西を馳せる月」と解釈するのが最も有力なものと言われています。また、「師」とは教える立場に

ある人のことで「先生も忙しくて走り回る月」という説もあるようです。今年は、師走に限らず、コロナ

禍の中で様々な対応に追われた年となり、学校、そして教職員はずっと走り回っていたような気がしま

す。各ご家庭や地域の皆様におかれましても、同じような状況にあったのではないでしょうか。 

このような状況の中で、皆様から、温かい言葉や励まし、そしてご理解やご支援を賜りましたことに深

く感謝を申し上げます。中でも、地域の行事ができなくなっていく中で、ただ中止にするのでなく、学校

の立場や生徒の活動の機会というところまで考えていただき、お言葉やご提案をいただけたことは忘れら

れません。また、文化祭で保護者や地域の方をご招待することができませんでしたが、別所コミュニティ

ーハウスの皆様には生徒の作品の展示を快諾していただき、発信の場を提供していただきました。この地

に学校があることを幸せに思います。多くの皆様に、ただ、ただ、感謝、感謝です。 

学校としましては、コロナ禍の中で、「できない理由は探さない。できることを探す」を基本方針とし

て、例年どおりとはいかなくても、安全配慮をした上でできることを探して参りました。おかげさまをも

ちまして、旅行的な行事、文化的な行事を実施することができました。学年主任の一人が「一人ひとりが

手洗い、マスク着用、健康観察の日頃の対策にしっかり取り組めば、コロナ禍の中でもできることがあ

る、という希望につながったのではないか」と申しておりました。コロナ禍によって、生徒たちは、「困難

に遭遇した時に簡単にあきらめるのではなく、しっかり考えて行動すれば、活路を見い出すことができ

る」ということを体得したのではないかと思います。 

これまで、学びの多い生活ではありましたが、生徒は、日常とは大きく異なる学校生活を送って参りま

した。生徒たちも走り続けてきました。せめて冬休みは、団欒のひと時を過ごしてほしいと願っています｡ 

【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 １２月号② 

令和２年１２月２５日 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/03/9ce1fcbbfaf7a0ffa57db89030118a43.png
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                  ～１２月に行われた学年行事や学校での取組をご紹介します～ 

 ☆ 人権週間について ＜第 72 回人権週間＞ 令和 2 年 12 月 4 日（金）～12 月 10 日（木）  

 国際連合は，1948 年（昭和 23 年）12 月 10 日の第 3 回総会において，世界における自由，正義及び平和の基礎である基

本的人権を確保するため，全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として，世界人権宣言を採択し，また，1950 年（昭

和 25 年）12 月 4 日の第 5 回総会において，世界人権宣言が採択された日である 12 月 10 日を「人権デー」と定め，全ての

加盟国及び関係機関に対し，この日を祝賀して人権活動を推進するための諸行事を行うように要請する決議を採択しました。 

 法務省の人権擁護機関では，1949 年（昭和 24 年）から毎年，人権デーである 12 月 10 日を最終日とする 1 週間（12 月

4 日から 12 月 10 日）を「人権週間」と定め，その期間中，各関係機関及び団体の御協力を得て，世界人権宣言の趣旨及びそ

の重要性を広く皆様方に知っていただき，人権尊重思想の普及高揚に努めてまいりました。 

 しかし，いまだに，いじめや虐待，外国人や障害のある人，ハンセン病元患者とその家族などに対する偏見や差別，企業等にお

ける各種ハラスメントなど，様々な人権問題が存在しています。 

 さらに，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って，感染者や医療従事者，またこれらの方々の家族などに対する偏見や差

別といった様々な人権問題が発生するとともに，SNS 上で他人を誹謗中傷したり，個人の名誉やプライバシーを侵害したり，

あるいは差別を助長するような情報を発信したりするといったインターネット上の人権侵害も深刻な問題となっています。 

 法務省の人権擁護機関の行う人権啓発活動については，国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が掲げる「誰一人取り残さな

い」社会の実現に向けて，皆様お一人お一人に人権を尊重することの大切さを御確認いただき，他者の人権にも十分御配慮いた

だけるよう，また，本年 10 月 16 日に策定された「ビジネスと人権」に関する行動計画をも踏まえ，企業にも人権に配慮した

責任ある活動を行っていただけるよう，一層強力な取組が求められていると認識しています。 

 そこで，12 月 4 日から 12 月 10 日までの 1 週間を「第 72 回人権週間」と定め，様々なメディアを利用しつつ，全国各地

において集中的に人権啓発活動を行います。この機会に，人権について改めて考えてみませんか？  法務省ホームページより 

本市では、「横浜市いじめ防止基本方針」において、12 月を「横浜市いじめ防止啓発月間」としております。それ

を受け、次のような取組がありました。 

◆のぼり旗の活用  

新規のぼり旗を学校と関係団体で活用。学校においては、昇降口等への掲示。 

◆ポスターの活用 

いじめ防止啓発ポスターを全校及び関係団体に配付し、掲示により啓発を実施。 

◆横浜市営地下鉄での啓発 

○車両情報装置による広告掲出（12 月 1 日～31 日） 

広告『◆12 月はいじめ防止啓発月間です～やめよう いじめつなごう 友情～◆横浜市いじめ問題連絡協議会◆』 

◆「いじめ啓発月間スタートイベント」の開催 

令和２年 12 月７日（月）14：00～（横浜市役所 1 階 アトリウム） 

＜テーマ＞「つながり」は、ともにいじめを乗り越える力になる～子どもにできること大人にできることみんなにできること～ 

本校でも、「人権週間」および「いじめ防止啓発月間」にあたり、横浜の「人権尊重の精神を基盤とする教育（人権

教育）」 が目指す「だれもが」「安心して」「豊かに」生活できる学校の実現に向けて「いじめ解決一斉キャンペーン」

を実施しました。 

   

様々な取組 
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 ☆ 生徒会本部役員選挙について 

１２月１７日に生徒会役員選挙の立会演説会と投票が行われました。感染症対策のため、テレビ放送での立会

演説会になりましたが、各立候補者の個性ある公約や工夫した演説でそれぞれの持ち味を発揮していました。実

際に選挙で使用される記載台や投票箱を使用して投票を行い、選挙の意義を改めて実感することができました。 

 

 

 

 ☆ ２年国際理解学習について 

本校では、２学年時に SEPRO(Super English Program)とタイアップさせて、国際理解学習を実施しています。

夏休みには、自分の興味のある国についてテーマを絞って調べ学習をし、レポートにまとめました。今回の

SEPRO では、南区中学校の５人の AET の先生が来校し、英語でグループワークをしました。「日本文化との違

い」を軸に質問文を英語で作り、一人ずつインタビューをしました。また、自分の住んでいる町や横浜の良いと

ころを、英語でスピーチしました。自分の気持ちを伝えるために、ジェスチャーや知っている単語を駆使してコ

ミュニケーションを図り、一緒に会話する時間を楽しめたようです。今回の学習が、様々な民族・文化・宗教・

価値観などを、かけがえのない尊さを持つ存在として理解し、お互いの違いを受け入れられるような一歩となる

とよいと思います。 

 

 

 

 

 

 

  

 

○ スクールカウンセラーの予定（相談室直通電話：℡７３１－５０３２） 

   １月８日（金）、１５日（金）、２９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） 

○ 児童生徒の新型コロナウイルス感染症に対する認識を広げ、正しい予防措置を学ぶことを目的に、映像制作会社

から標記映像資料の提供の申し出がありましたのでお知らせします。 

  高学年・中学生用 https://youtu.be/ojmeMWq4ilI 

（最後の２文字は、小文字のｌ(エル)、大文字の I（アイ）） 

お知らせ 

https://youtu.be/ojmeMWq4ilI
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○ １月 ・ ２月 の主な予定（変更になる場合があります） 

12 月 25 日（金） 全校集会 2 月 3 日（水） 評議会 

27 日（日）～1 月 5 日（火） 冬季休業 5 日（金） 専門委員会 

1 月 6 日（水） 
全校集会 

8 日（月） 
3 年後期期末テスト 

書き初め展準備 1 年国際理解学習 

7 日（金） 教育相談期間（～21 日） 9 日（火）・10 日（水） 教科相談 

13 日（水） 評議会 12 日（金） 新入生保護者説明会 

14 日（木） 専門委員会 15 日（月）～17 日（水） 

 

1・2 年後期期末テスト 

15 日（金） 
2 年百人一首大会 

22 日（月） 
3 年国際理解学習 

2 年学年懇談会 

 

学校運営協議会 

21 日（木） 8 組合同学芸会 
24 日（水） 

1～3 年音楽鑑賞会 

22 日（金） 
1 年百人一首大会 地域緑化活動 

1 年学年懇談会 

 

  

 

 

                  ～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～ 

サッカー部 横浜市新人戦ブロック大会 ２回戦 ｖｓ東永谷 ３－４ 

ソフトボール部 南区大会 12 /5（土）７－８VS 六ツ川中合同、１－１４VS 南中 

水泳部 縄跳び、ランニング、ストレッチなどの陸上トレーニングを行っています。 

ソフトテニス部 

12/6（日）県強化リーグ（４部） 

<男子>1 回戦 ｖｓ連合 ３－０  ２回戦 ｖｓ片瀬 ２－１  ３回戦 ｖｓ岡村 ３－０  

    決勝戦 ｖｓ睦合 ２－１  優勝 → ３部リーグへ昇格 

１２/２０（日） 市強化リーグ（３部） 

ｖｓ大綱 １-２  ｖｓ中和田 ２-１  ｖｓ生麦 ２-１    

得失点差により３位 → ４部降格 

12/6（日）県強化リーグ（４部） 

<女子>１回戦 ｖｓ睦合東 1-2   強化試合  ｖｓ国府 3-0   ｖｓ茅ケ崎 0-3 

12/6（日）県普及リーグ（４部） 

<女子>リ-グ戦 ｖｓ西金沢 1-2 ｖｓ万騎が原 2-1 ｖｓ寺尾 0-3 ｖｓ青葉台 1-2 ｖｓ菅田 0-3 

１２/２０（日）市強化リーグ（４部） 

<女子>リ-グ戦 １回戦 ｖｓ鶴見 3-0  ２回戦 ｖｓ境木 2-1  

   決勝トーナメント 準決勝 ｖｓ潮田 2-1  決勝 ｖｓ領家 2-1 優勝→３部リーグへ昇格 

 

卓球部 全横浜少年卓球大会 １２月２６日（土）男子シングルス、１月１０日（日）女子シングルス 

剣道部 12 月 13 日（日）段審査  12 月 20 日（日）第 2 ブロック新人剣道大会 

家庭部 個人制作に励んでいます。これからも素敵な作品を作っていきます。 

 

部活動の一幕 


