
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「思い・願い」 

生徒指導専任 増尾 隆 

新型コロナウイルス感染症が、世界中で影響を与えるようになって、約１年半になるでしょうか。世界中

の人々はもちろん、この地域にお住いの皆様も大きな影響を受けていることと思います。様々な会合、行事

の自粛など、人と人との交流を控えるようになりました。私自身、生徒指導専任として、地域の方と顔を合

わせることも多かったのですが、その機会が大きく減り“ご無沙汰”させていただいている方も多いように

思います。 

そんな中、限られた地域の方とのやり取りの中で、印象に残った言葉があります。 

別所にお住いの、あるお方は「この地域の子どもたちを学校で育ててもらっている」とおっしゃっていま

した。大岡にお住いの、あるお方は「地域の宝である子どもたちのためにいつもありがとうございます」と

おっしゃっていました。最戸にお住いの、あるお方は「中学校３年間での成長度合いは大きい。そこを支え

る家庭・地域の役割が大切」とおっしゃっていました。 

保護者の方のお子様に対する思いや願いの強さは、察することができます。ただ、同様に地域の方の、地

域の子どもに対する思いや願いの大きさに、正直驚きました。 

人には、誰しも“思いや願い”があると思います。わが子に対して、この地域に住む子に対して、次世代

を担う子どもたちに対して・・・などなど取り巻く環境は様々でしょうが、特に、大人の子どもに対する

“思いや願い”は強いものだと思います。大人がそんな“思いや願い”を言葉などにして子どもたちに伝え

ていくことは、とても大切なことだと思います。もちろん、それとともに、子どもたちから思いや願いを受

け止めてあげることも忘れてはいけないことでもあります。そのどちらも、大切なのかと。自身としては

「何に対しても、素直に、謙虚に、一生懸命取り組むことを大切にしてほしい」というのが子どもたちに伝

えたい私の“思い・願い”です。 

子どもの心は、人の“思いや願い”で育つと思っています。皆様も、様々な形があると思いますが、“思い

や願い”を子どもたちに伝えていただき、また受け止めてもらって、温かい心の子どもが育つこの南が丘の

地域であってほしいと思います。 

【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３年度 ７月号 

令和 3 年６月３０日 

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


 

                  ～６月に行われた学年行事や学校での取組をご紹介します～ 

 ☆ 芸術鑑賞会について 

６月１４日に文化庁主催の「芸術鑑賞会」が体育館で行われました。「めばえ寄席」と呼ばれるものですが、２年

生は職業体験を兼ねたため、タイトルを公募し「壁椎名亭（ウォールしいなてい）」に決まりました。そのほかポス

ター作製・出囃子（太鼓・三味線）・会場づくり・出迎えの裏方仕事、そしてキャストとして大喜利の参加（１分程

度のこばなし制作および発表）をしました。内容は他に、落語３本・漫才・曲芸があり大いに楽しむことができまし

た。１・３年生も「南が丘亭」として参加し、大喜利では「そばをすする」真似を披露して盛り上がりました。費用

を文化庁が負担してくれるうえ、生徒たちもプロの芸術に触れることができてよかったと思います。また機会があ

ればと感じました。 

    

 ☆ 教育実習について 

6 月 14 日（月）～7 月 2 日（金）までの 3 週間、保健体育科 2 名、社会科 1 名、理科 1 名の計４名の教育実

習生が実習を行っております。3 週間という短い時間ですが、学習活動や学級活動を通してたくさんのことを実習

生とともに生徒の皆さんも学んでほしいと思います。人生は人との出会いで変わります。この出会いがかかわった

人にとって有意義な経験になることを期待してます。 

    

 ☆ ＰＴＡ拡大委員会について 

6 月 22 日（火）、15 時 45 分より PTA 拡大委員会を行いました。各学年で部屋を分けて実施いたしました。

コロナ禍で授業参観もなく、保護者の皆様と学年職員が顔を合わすことが少ない状況でもありましたので、学校や

学年の様子などのお話ができるよい機会となりました。お話が進んでいく場面もあり、和やかな雰囲気も見られ、

学校にとってご家庭の方々と接することができる貴重なお時間をいただくことができました。ありがとうございま

した。 

   

 

様々な取組 



 ☆ ２年食育学習について 

6 月 24 日に横浜 F マリノス望月選（もちづきえらぶ）さんを講師にお招きして、2 年生の食育学習を行いまし

た。勉強でもスポーツでも、毎日の積み重ねが大切なことは同じです。毎日の食事は、一流選手だけではなく成長期

の中学生にとっても大切です。自分の体は自分の食べたものでできている。好き嫌いをなくしてバランスの良い食

事を十分な量食べ、食べるタイミングにも気を配ると、健康でコンディションの良い自分でいられるそうです。そ

れは、サッカーなどの試合だけではなく、テストや受験といった学習にも言えることです。20 歳までの体づくりが

できるのは、今！です。お話の最後に、望月さんと一緒にストレッチをして体をほぐし、体の整え方も学びました。 

  
 

 ☆ １年交通安全教室について 

これから夏休みに向けて、ご家庭で自転車に乗る機会が増えるのではないでしょうか。第1学年では6月25日、

交通安全協会から講師の先生をお招きして、お話を聞きました。お話の途中、普段自転車に乗っている人、という問

いかけに、１／４の生徒が挙手していました。また、中高生の自転車事故の割合が多いこと、14歳以上は、大人と

して自分で責任を問われること、自転車は車道を走らなければならないこと、片手運転がいかに危ないかなどビデ

オ等見ながら学びました。詳しいパンフレットが配られていますので、おうちでも一緒に話し合ってください。 

   

 

                  ～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    7/3（土）市総体 野球の部 ２回戦 vs 秋葉中 

7/11（日）南区民大会 

サッカー部  6/26（土）市総体 サッカーの部 1 回戦 vs 金沢中 1-3 

陸上競技部  6/5（土）、6（日）横浜市通信陸上大会 

        女子走高跳 菊池彩文 1ｍ54（１位） 

男子１年生 4×100ｍＲ 山田-神保-梅原-長峯 51.87（4 位）  

男子 800ｍ 曾我優介 2.08.96（13 位）  男子 1500ｍ 峰尾周ノ丞 4.26.24（14 位） 

        女子１年走幅跳 堀有紗 3ｍ66（14 位）  ※４名は県大会に出場します。 

ソフトボール部 6/12（土）あすなろ杯 優勝 １回戦 vs 荏田南９-３ 決勝 vs 港南１０(3)-１０(2)  

6/26（土）南区大会 vs 南 2-10 

7/3（土）市総体 ソフトボールの部 １回戦 vs 霧が丘学園 

部活動の一幕 



ソフトテニス部 6/6（日）26（日）南・保土ケ谷地区大会（個人） 

【女子】中川・信ペア 1 回戦 3-1 2 回戦 4-0 3 回戦 4-1 4 回戦 4-2 5 回戦 4-1 準決勝 2-4 3 位 

   荒井・恩田ペア １回戦 3-0 2 回戦 4-2 3 回戦 4-3 ４回戦 3-4 5 回戦 2-4 １６位 

   中川・恩田ペア は 7/11 三ッ沢公園 市大会出場  団体戦は 7/4 瀬谷本郷公園 実施予定 

バレーボール部 7/11（日）市総体 バレーボールの部 vs 戸塚中 

バスケットボール部 市総体 バスケットボールの部 

          ＜女子＞6/20（日）vs 軽井沢中 １回戦敗退 

          ＜男子＞6/26（土）vs 錦台中 ２回戦敗退 

バドミントン部 6/5（土）南区男女夏季バドミントン大会（個人戦） 

女子ダブルス：安藤澪・甲斐心ペア（優勝） 八巻結依奈・木田莉々夏ペア（第３位） 

女子シングルス：優勝：佐藤音羽 

個人戦優勝者は、７/１７（土）に市大会へ出場します。会場：南高付属中学校 

7/3（土）市総体女子団体戦（予選） 

水泳部  6/26（土）27（日）令和３年度 全国・関東予選会 

石川真菜 100M 平泳ぎ 1:11.12(予選 1:10.75) 優勝  200M 平泳ぎ 2:32.14 ２位 

※石川さんは２種目とも全国大会の標準記録を突破し、全国大会への進出が決定。 

川口莉央 50M 自由形 27.59 

卓球部  市総体 個人南区大会 6/27（日）男子 ２位谷地悠成 ５位池田竜 市大会出場 

女子 ３位山村志穂 ９位北原槇 市大会出場 

個人市決勝大会女子 7/11（日）・男子 7/24（土） 

団体予選男子 7/17（土）・女子 7/18（日）、団体決勝男子 7/22（木）・女子 7/23（金） 

剣道部  6/27（土）市総体 横浜第２ブロック大会 女子（団体戦） 第５位 

7/21（水）市総体 剣道の部（女子・団体戦） 神奈川県立武道館 

吹奏楽部 7/24（土）横浜吹奏楽コンクール 

限られた練習時間の中で、コンクールに向けてがんばって練習をしています。 

家庭部 アットホームに賑やかに活動しています。羊毛フェルトのマスコットづくり、エコバッグづくり、刺繍等、 

これからも素敵な作品を作っていきます。体力づくりのため、外周ランニングに取り組むこともあります。 

 

 

 

 ○ スクールカウンセラーの予定（相談室直通電話：℡７３１－５０３２） 

    7 月 2 日（金）、16 日（金）、8 月 27 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） 

 

 ○ ７月 ・ ８月 の主な予定 （変更になる場合があります） 

7 月 1 日（木） 体操着販売（昼） 

7 月 20 日（火） 

地区別集会 

6 日（火） ２年ユニバーサルスポーツ体験学習 大掃除 

8 日（木） ケータイスマホ安全教室 全校集会 

12 日（月）～14 日（水） 3 年修学旅行 21 日（水）～8 月 26 日（木） 夏季休業 

13 日（火） 1 年手話アイマスク体験学習 ８月３日（火）～16 日（月） 学校閉庁日 

14 日（水）～16 日（金） 
個人面談 

27 日（金） 全校集会 

19 日（月） 9 月 6 日（月）～8 日（水） 前期期末テスト 

 

お知らせ 


