
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「助け合い、支え合いながら進む」 

副校長 大西 利幸 

本年度、鶴見区の鶴見中学校から異動して参りました大西利幸と申します。 

南区に赴任するのは初めてで、「南区」と聞き、「温かみがある」というイメージを抱き、そんな皆さんとお会いする

のをとても楽しみにしていました。４月７日に生徒の皆さんが登校し、想像していた通り優しい笑顔で挨拶をする皆さ

んと出会うことができ、うれしい気持ちになりました。 

昨年はちょうどこの時期、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言が出て、学校は一斉臨時休業と

なり「ステイ・ホーム」になっていたことを考えると、今こうして登校ができ、皆さんと毎日会える状況であること自

体に感謝の気持ちを抱きながら過ごすことができています。 

1 年生の皆さんは、入学してから 1 か月が過ぎ、中学校の生活に少しずつ慣れていきながらも、まだまだ不安感も持

ちながら過ごしている人がいるかもしれません。２、３年生の皆さんも新しい学年となり、新たな期待と不安を胸に

日々の生活を送っている人が多いと思います。きっとこの時期は生徒の皆さんだけでなく、私たち大人も同じような気

持ちになりがちです。だからこそ、子どもも大人も力を合わせて、共に支えあいながら過ごしていくことが特に大切な

時期なのだと思います。 

私たちは今もなお、コロナ禍での生活を余儀なく送っています。当たり前にできていたことが当たり前にできない状

況でも、みんな歯を食いしばりながら頑張っていることは事実です。そんなそれぞれの頑張りをお互いが認め合い、許

し合い、助け合いながら毎日を送っていくことが、今一番求めていかなければならないのだと思います。 

この希少な経験を前向きにとらえ、家族、地域、友達など、人と人とのつながりをより大切にすることができれば素敵

だと思います。そして、コロナ禍が収束し、『あんな日があったなぁ』とゆっくりと思い出すことができる日がいつか来

ることを心から祈っています。 

さあ、生徒の皆さん、1 学期が始まりました。義務教育課程の中で私が考える皆さんに学んでいってほしいことは次

のことです。 

・仲間や家族と協力して活動をすること。 

・困っている仲間や家族を助けたり、支えたりしていけること。 

・仲間や家族を励みにして、自分が努力できるようになること。 

・仲間や家族の気持ちを考えつつ、間違えを指摘できること。 

・仲間や家族のために、何かしら努力できること。 

・自分を生かす場面を見つけたり、作り出していけること。 

・自分のミスを見つめたり、欠点を知ること。 

・目標を少しずつ上に持っていけるように頑張ること。 

・努力している仲間や家族に素直に拍手ができること。 

・自分を改善するための勇気を持つことができること。 

もうすでに、達成できていることもあれば、皆さんの課題となっていることもあるかもしれません。また、達成

できる日もあれば、そうでない日があるかもしれません。 

物事を達成するキーワードは、「継続」だと思います。「できること」も継続しないと「できていたこと」に変化

しますし、「できないこと」も粘り強く継続すると「できること」に変化すると思います。あなたの気持ち次第

で、ほとんどのことは成し遂げられます。共に、前を向いて歩んでいきましょう。 

【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３年度 ５月号 

令和 3 年 4 月３０日 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/03/9ce1fcbbfaf7a0ffa57db89030118a43.png


 

                  ～４月に行われた学年行事や学校での取組をご紹介します～ 

 ☆ 着任式・始業式について 

着任式・始業式（視聴覚室にて） ４月７日（水）９時３０分より行いました。 

２・３年生の皆さん、「ご進級おめでとうございます。」新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本来は体育館で行

っていた着任式と始業式を、テレビ画面を通じた校内放送により実施しました。 

着任式では、今年度着任した教職員がそれぞれ自己紹介を行いました。また、生徒会本部役員は『歓迎のことば』を着

任の教職員に伝え、生徒代表としての務めを立派に果たしました。 

着任式の後行われた始業式では、校長先生からのお話、新学年の学級担任と学年担当の教職員の発表を行いました。そ

の後、部活動についての連絡を行いました。 

    

 ☆ 入学式について 

 入学式（体育館にて）４月７日（水）１３時３０分より行いました。 

新入生の皆さん、「ご入学おめでとうございます。」たくさんの桜の木々に囲まれながら、１９９名の新入生の皆さんが

入学式に臨みました。期待と不安が入り混じっている状況の中、新入生の皆さんは、入場から退場まで入学式にしっかり

と集中し、とても立派でした。 

入学式では、校長先生、PTA 会長、生徒会代表生徒から新入生に向けてお祝いの言葉が送られました。その後、新入生

と直接かかわる教職員の紹介も行いました。 

    

 

 ☆ 離退任式について 

４月８日（木）に離退任式が行われました。コロナ禍の中で、全学年の生徒が体育館に集まっての式はできませんでし

たが、体育館から教室への放送による離退任式を行いました。離任される先生からお話をいただき、その後で代表生徒か

ら離任される先生にメッセージを伝え、花束が贈られました。離任される先生の話や生徒のメッセージは、南が丘中学校

で生徒とともに過ごし、離任させる今だからこその思いの凝縮した心に響くお話でした。生徒の皆さんにとっても、離任

される先生にとってもこれから生きていく上での糧となるのではないかと感じました。 

保護者の皆様や地域の方にご参加いただけない式となりましたことにお詫びを申し上げるとともに、感染予防のための

措置であることにご理解くださりますようお願い申し上げます。 

   

様々な取組 



 ☆ 新入生歓迎式・生徒会オリエンテーションについて 

４月８日に新入生歓迎式と生徒会オリエンテーションが行われました。新入生歓迎式では、新型コロナ感染症予防の観

点から、生徒全員での対面はできませんでしたが、行事や校歌の紹介を行い、学級でのお役立ちグッズが記念品として贈

られました。生徒会オリエンテーションでは、生徒会本部役員から生徒会活動について紹介があり、今後の学校生活に見

通しをもつことができました。 

   

☆ 部活動オリエンテーション・見学・仮入部について 

４月８日に部活動のオリエンテーションを行いました。各部部長たちは、新入生にうまく伝わるように工夫をして部活

の紹介をしている姿が見られ、新入生にとってとても有意義な時間になったと思います。9 日～13 日の見学期間、14 日

～22 日の仮入部期間を経て、本入部が始まっています。 

このコロナ禍で、活動の制限もありますが、今自分たちができることを精一杯行い、南が丘中学校を大いに盛り上げて

いきましょう。 

 ☆ 市学力・学習状況調査について 

 横浜市学力・学習状況調査を４月 27 日（火）に行いました。生徒の学力や学習状況を把握することで、学校における

指導改善や生徒の学習改善につなげていくことを目的としています。主な特徴は、新学習指導要領に準拠した調査となっ

ていることや「理解していることをどのように活用できるか」を問う調査もあることです。また、小中９年間を通して一

人ひとりの学力がどのくらい伸びたのか、データの形で毎年分かるようになり、学びのあしあとを継続的に見られるよう

になります。資質・能力の育成に資する調査となるように努め、学校における授業改善にも活かしていきます。 

☆ 学校運営協議会について 

 第一回学校運営協議会が 4 月 16 日（金）に開かれました。今年度は一人増え、8 名の委員が任命されました。 

第一回の学校運営協議会では、昨年度の学校の取組への評価や学校運営の基本的な方針についてご理解とご承認、学校

の現状と課題について協議が行われました。 

委員の皆様からは、「きめ細かな教育、指導を行い安心して子どもたちは学校生活を送っている」「教職員の目が子ど

も一人ひとりに行き届いているように感じられ、それがいじめなどの大きな問題の発生を防止していると思う」「コロナ

禍の中、様々な活動制限がある中で、学校はよく考えて頑張っている」「可能な限りで地域と学校が連携していくことが

できるとよい」「学校の立場で言いにくいことや遣りにくいことについては学校運営協議会を頼ってほしい」「教職員の

働き方についてもサポートしたい」「次年度においては学校運営協議会と地域学校協働本部の両組織が連動して動いてい

くことができればよい」など、委員方から学校への応援となる多くの感想やご意見をいただきました。これを励みに、

今後とも生徒の成長のため尽力して参ります。 

 

 

 ○ 諸経費納入のお知らせ 

   ４月７日付でお配りさせていただいております「諸経費納入のお知らせ」につきまして 

１回目の銀行引き落としのために、６月８日（火）までに納入をお願いいたします。なお、1 回目の納入金額は、1

年生：５，４５０円、２年生：７，５３０円、３年生：４,０３０円となります。納入先は湘南信用金庫です。兄弟姉

妹がいる場合でも、それぞれの学年とも納入してください。（ただし、PTA 会費 2,100 円と安振会費 500 円は兄

または姉のみが引き落とされます。） 

   １年生の諸経費納入のお知らせにおいて、学年費 1,405 円と記載されている部分があり、その合計額が 10,855

円となっておりましたが、連絡票ファイルが昨年より 5 円プラスとなっていましたので、合計金額は 10,860 円と

なります。お詫びし訂正をいたします。 

  

お知らせ 



 

 ○ スクールカウンセラーの予定（相談室直通電話：℡７３１－５０３２） 

    5 月 7 日（金）、12 日（水）、21 日（金）、28 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） 

 

 ○ 5 月 ・ 6 月 の主な予定 （変更になる場合があります） 

5 月 10 日（月） 1 年遠足 6 月 7 日（月） 自然教室・修学旅行代休 

21 日（金） 学校（評価評定）説明会 14 日（月） 芸術鑑賞会 

26 日（水） 生徒総会 14 日（月）～7月 2 日（金） 教育実習 

27 日（木） 3 年全国学力・学習状況調査 16 日（水）・17 日（木） 教科相談 

6 月 1 日（火）～3 日（木） 2 年自然教室 18 日（金）・21 日（月） 前期中間テスト 

3 日（木）～5 日（土） 3 年修学旅行 22 日（火） PTA 拡大委員会 

3 日（木） 1 年手話アイマスク体験学習 24 日（木） 2 年食育学習 

 ＜確認＞ ５月 12 日（水）の時間割は、水１～水５、昼食有りの日程になります。 

 

 

                  ～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  4/17（土）横浜市中学校春季野球大会 ２回戦 vs 根岸中 8-9x 

サッカー部  横浜市長旗争奪サッカー大会 Dブロック予選 

4/18（日）１回戦 vs 関東学院 2-0   4/25（日）２回戦 vs 戸塚 1-8 

陸上競技部  神奈川県陸上競技選手権大会  4/24（土）女子走高跳 菊池彩文 1ｍ57（２位） 

ソフトボール部  4/17（土）横浜市ソフトボール選手権大会 １回戦 南が丘０-１５谷本 

水泳部  プール掃除を行って、陸上から水中へ練習場所を移動させる予定です。 

ソフトテニス部 ＜男子＞ 3/20（土）横浜市選手権大会 ２回戦 vs 新羽 3-0 3回戦 vs 森 雨天のため中止 

4/25（日）南区大会（団体） 優勝 

vs 共進 2-1 vs 関東学院 3-0 vs 蒔田 3-0  vs 六ッ川 2-1 vs 平楽 1-2 

5/2（日） 南区大会（個人） 

バレーボール部  4/25（日）横浜市中学校春季大会 １回戦 vs 潮田 2-0 ２回戦 vs 岩崎 0-2 

バドミントン部  1 年生大会  男子ダブルス：優勝 大和田・堀越ペア  第３位 松田・木原ペア 

女子ダブルス：優勝 佐藤・甲斐ペア  

女子シングルス：準優勝 笠原 碧桜 

５/2（日）男女南区大会 個人戦  

バスケットボール部  横浜市中学校バスケットボール選手権東部ブロック大会 

    ＜男子＞4/11（日）vs 軽井沢中 １回戦敗退 

＜女子＞4/17（土）南が丘・横浜創英合同 vs 末吉中 ２回戦敗退 

卓球部  春季大会団体 ４／２４（土）女子 決勝トーナメント進出、４／２５（日）男子 

学年別大会個人 ５／２（日）、５／１６（日）、５／２３（日） 

剣道部  南区大会 ６月１２日（土） 横浜ブロック大会 ＜男子＞６月２６日（土） ＜女子＞６月２７日（日） 

吹奏楽部  新入生を迎えました。基礎練習や筋トレに励んでいます。 

美術部  新入生の本入部も始まり、楽しさの中にも目標をもって活動しています。クロッキーやポスター制作を行っています。 

家庭部  新入生を迎え、アットホームに賑やかに活動しています。これからも素敵な作品を作っていきます。 

将棋部  将棋の戦術や棋譜の研究、対局による実践力の向上を行っています。 

 

部活動の一幕 


