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生徒会役員選挙【立会演説会】 

10月 18日（金）生麦中学校生徒会役員選挙

及び立会演説会が行われました。 

選挙の結果、11名が生徒会役員に選出されました。立

候補者の皆さん全員が、生麦中学校のことを思い、「明

るく楽しい学校にしたい、地域に貢献できる学校にした

い、過ごしやすい学校にしたい」という思いを表明してくれ

ました。その言葉と姿は、私達に新たな勇気を与えてくれ

るものでした。 立候補者の皆さん、応援演説をしてくれ

た皆さん、選挙管理委員の皆さん、本当にありがとうござ

いました。素晴らしい生麦中学校を創っていきましょう。 

新生徒会役員 

会長  2-1 池谷 心羽和 

副会長 2-3 丸山 聖悟 

副会長 1-6 髙橋 彩萌 

書記  2-4 中山 太陽 

会計 １-３ 小茅 優奈 

評議委員長 2-4 櫻井 美咲  

学年委員長 2-6 磯川 賢伍  

美化委員長 2-4 泉 花蓮 

保健委員長 2-5 大槻 聡也 

図書委員長 2-3 門間 就平 

放送委員長 2-1望月 颯太 

10月 29日と 31日にそれぞれ風歌祭 文化の部、合

唱の部が開催されました。 

文化の部では、先生方の幼少期の姿が披露され大変な

盛り上がりがありました。また、日頃の活動の成果を発表

や展示で披露しました。 

  

合唱の部はエポック中原で開催いたしました。 

練習の成果が会場に響き渡りました。 
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生麦中だより      令和元年 １１・１２月 ７・８号 

「振り返り」 ～私たちの生活の中で～ 
校長 山口 毅 

 
12月になると、その年話題となった新語流行語が発表されます。今年は「ONE TEAM(ワン チーム)」が大賞との報

道がありました。ご存じのようにこの言葉は、ラグビーワールドカップ日本大会のチームスローガンの言葉です。 

この「ONE TEAM」は、日本代表を率いるジェイミー・ジョセフヘッドコーチが掲げたテーマです。ジョセフ氏はチームに必要

な選手たちを国籍問わず招集し、31人の代表選手を選びました。どんな強豪チームでも選手たちの思い、心が一つにな

らなければチームとして機能しない。7 ヶ国 15人の海外出身選手を含む 31人はリーチマイケル主将を中心に桜の戦士

ONE TEAM として結束し、快進撃を続けました。日本代表の快進撃と 1個のボールを取り合う面白さは多くの人々を虜

にしたと感じています。誰もがこのようなチームに憧れを抱き、自分にも貢献できたら・・・と考えるような気がします。 

生麦中学校はどうでしょう？私たちも「ONE TEAM」を目指し、今まさに、これからの本校教育の方向性を教職員で構

築しようと推進しているところです。生麦中学校の生徒にどんな資質や能力が必要で、育成していくのか・・・ 

私たちは考えました。「想像する力」・「やりとげる力」の２つの力からなる「自立のための基礎力」の育成が大切である

と・・・そして、７つの能力「先を読む力」・「伝える力」・「聴く力」・「関係を理解する力」・「進んで取り組む力」・「あきらめな

い力」・「ルールや約束を守る力」を教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間などのあらゆる教育活動を通して育成

を図ることを・・・・ 

3月の成長した生麦中学校を思い、感じながら 12月を大切に過ごしていきたいと思います。この 1年間、保護者・地

域の皆様には、生麦中学校の教育活動にご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

※ 新語流行語特別賞は、今年引退した“イチロー”こと鈴木一朗氏の「後悔などあろうはずがありません」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風歌祭 文化・合唱の部 
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結果 

1年最優秀賞５組「時の旅人」 

    優秀賞 2組「cosmos」 

    優良賞７組「大切なもの」 

2年最優秀賞５組「花になれ」 

    優秀賞３組「虹」 

    優良賞６組「予感」 

3年最優秀賞５組「証」 

    優秀賞４組「聞こえる」 

    優良賞２組「結」 

生麦中学校の学級の歌・合唱が、学年の歌・合唱と

なります。各学年の合唱が生麦中学校全体の歌・合唱

を創り出し、学校の伝統として積み重ねられます。 

多くの感動を来場した皆さんに与えてくれました。 

会場係をお手伝いいただいた教育振興会の皆様ありがと

うございました。 

 

 

11月６日（水）横浜市中学校総合体育大会閉会

式が横浜文化体育館で行われました。 

本校からは、

各部活動キ

ャプテンが参

加し式典に

臨みました。 

また、体育活

動優秀生徒

【3年間、部

活動や保健

体育科授業

等体育活動

において顕著

な活動実践

を行った生徒】として、3年小澤 勇輝 さん（写真

左）、金成 弥見 さん（写真右）が表彰され、賞状

とメダルが授与されました。  

会場までの短い時間に話をしましが、そのしっかり態度

と人を思いやることができる会話に二人の素晴らしさを感

じることができました。 

11月 23日（土）生麦魚河岸通り（旧東海道）で

旧東海道まつりが開催されました。当日は、朝から冷たい

雨に見舞われましたがボランティア生徒と教育振興会の

皆さまのご協力で生麦中学校ブースを開設することがで

きました。朝からの雨は、大変厳しいものでした。さすが歴

史ある鶴見のお祭りで、冷たい雨の中でも多くの人で賑

わいました。 

生麦中学校ブースでは、豚汁を振舞いました。 

ボランティア生徒の皆さんは、生麦中ブースだけでなく、地

域への貢献として、

ほかのブースの手伝

いも行い、地域の

皆様からお褒めの

言葉をいただきまし

た。 

通りかかる生麦中

の生徒に声をかけ

る先生方をはじめと

して、多くの声掛け

が寒さを吹き飛

ばしてくれまし

た。 

地域行事を通

して、たくましい

生麦中学校生

徒に成長してくれることを期待します。 

ご協力いただいた皆さんとともに、生麦中学校が地域

の学校として益々信頼される学校となるよう取り組んでま

いります。 

全国納税貯蓄組合連合会・国税庁・全国間税会連合

会、鶴見間税会が募集した「税についての作文」「税の

標語」について、多数応募作品の中から本校から受賞

者がありましたのでご報告いたします。 

表彰式は 11月 12日にありました。 

「税についての作文」 

3年 西川 桃佳  東京国税局内納税貯蓄組合

連合会 優秀賞 

3年 内山 大芽  神奈川県鶴見警察署長賞 

3年 山賀 優寧  鶴見優法会会長賞 

「税の標語」 

 3年 荒井 悠翔  全国間税会総連合会 入選 

 3年 須田 智晴  東京国税局間税会連合会  

入選 

11月 10日 本校

開校記念日記念品と

して、左写真の品物

を教育振興会からい

ただきました。      

皆様には、お礼と感

謝を申し上げます。 

 

旧東海道まつり 

体育活動優秀生徒 

税の「作文」・「標語」の表彰  

開校記念日のお礼 
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11月 28日（木）1学年総合学習で職業講話が行

われました。 

職業講話として実

際にそれぞれの職場

で働いている皆さんに

直接話を聞くことで、

生徒一人ひとりが何

を感じ、社会的、職

業的にどんなことが必要かを考える機会を持つことをねら

いとしました。 

講話をいただいた事業所の皆様 

AGC株式会社 様、 鶴見警察署 様、 名鉄観光

様、 鶴見消防署岸谷出張所 様、生麦保育園 様、 

美容師山内 様、  

夢身ケ崎動物園 様、 

京浜急行電鉄 様、 

横浜マリノス 様、  

キャリア教育の第一

歩として、実践に裏打ち

された言葉をいただきま

した。講師の皆様、本当にありがとうございました。 

11月 24日（日）地域防災拠点訓練が行われま

した。生麦中学校ブロックでは、

生麦中学校、寺尾小学校、生

麦小学校、岸谷小学校を拠

点として訓練が同時展開で行

われました。 

各拠点には、生麦中学校地

区生徒及び担当職員計約 20

～30名が参加し、防災訓練

を行うとともに、必要な準備等

の手伝いをしました。災害時の訓練として、仮設トイレ設

置、応急処置・AED取り扱

い、発電機取り扱い、三角

巾取り扱い、食料搬出など

について学びました。 

拠点運営の地域からの声

として、「地域として中学生の

力が必要不可欠であり、今

回の訓練でも大変助かりまし

た。今後も地域の力として協

力をお願いたい。」とありました。 

各拠点に参加してくれた生徒の皆さんありがとうござい

ました 

 

横浜市では、「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」としています。 

全市的にいじめ防止の啓発を

図ると共に、いじめのみなら

ず、不安や悩みを抱え困って

いる生徒への適切な支援を行

うこととしております。 

本校でも、１２月の「人権週

間」および、「いじめ防止啓発

月間」にあたり、「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

施しています。 

12月 8日（金）保健体育科授業「武道（柔道）」

におきまして、教育委員会から藤森武道安全等指導員 

が来校しました。 

 これは、武道安全等

指導員が各学校の武

道授業を視察し、より安

全に活動できるよう、専

門的な視点で助言等を

してもらうものです。 

今回は 2年生女子の授業

を中心に指導への助言が行

われました。 

これらを参考にして、本校で

も武道の取組を振り返り、

授業や指導計画の改善にむけて活用していきたいと考え

ています。 

 

1 学年：職業講話 
 

地域防災拠点訓練 
 

いじめ防止啓発月間 
 

武道安全等指導員 訪問来校 
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横浜市公立学校では、オリンピック開催までのカウント

ダウン企画として、各学校に「オリンピック開催まであと○

○○日」の割り当て日を決め、学校独自でその日を描く

ことを行っています。 

カウントは「５０９」日前から始まっています。 

生麦中学校は、162日前のカウントダウンとなりまし

た。3年小林真奈さんの描いた数字「１６２」は、横浜

市ウェブサイト東京 2020 オリンピック・パラリンピックのトッ

プページに 2020年 2月 13日に掲載されます。 

 

サイト URL 

https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/ 

 

12月 24日（火）10時 50分から全校での大掃除

を予定しています。 

つきましては、お手伝いいただける教育振興会保護者

の皆様は、直接 10時 30分に職員玄関前にお集まりく

ださい。今回は、新棟 3階の窓ガラス清掃のお手伝いを

お願いできればと予定しています。（参加人数により、変

更あり）来校が 10時 30分以降になる場合は、直接

新棟 3階へお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 

10日（火）1・２年生 三者面談（～１６日） 

25日（水）2学期 終業式 

12/27（金）～1/5（日）学校閉庁日 

→（留守番電話対応となります。） 

1月 

    7日（火）3学期 始業式 

23日（木）1年生 百人一首大会 

24日（金）2年生 百人一首大会 

29日（水） 2年生 職場体験 1日目 

30日（木） 2年生 職場体験 2日目  

2月 

14日（金）公立高校 学力検査（～１８日 

 面接・特色検査） 

 26日（水）3年生 卒業遠足（予定） 

28日（金）公立高校 合格発表  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市立学校カウントダウンリレー 

12 月/１月/2 月の主な行事 

ふれあい清掃のお知らせ 
 


