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横浜市立並木中学校 

令和 3 年 4 月 26 日発行 

発行者 校長 土信田園子 

住所 金沢区並木 3-4-1 

電話 045(783)5805 

「ありがとう」の大切さ              

 校長 土信田 園子  
 
 幸浦駅道路沿いのツツジの白いヴェールは、通勤している人々の心を癒してくれます。景色は例年と

全く変わっていません。この 4 月で私も着任 3 年目を迎えました。どうぞよろしくお願いいたします。 

マスクをして大きな声ではしゃぐことのない子ども達を見守るのも、2 年目に入りました。この状況

は明るい学校生活が当たり前だった全国の小中学校では本来普通でない状態です。ご家庭でも、学校行

事や部活動でのお子さまの元気な姿を応援できず、寂しい思いをされている方もおられるのではないで

しょうか。この状況が長く続くと世間には今までのような「当たり前」は、存在しなくなってくる錯覚

に陥ります。だからこそ、人と人との「豊かな心の繋がり」を大切にしたいと考えています。それも、

意識を強く持って行動を変えてみてはどうか…と考えています。 

 日常に制限がかかると、大抵の人は不便というだけでなく不安や不満という感情が出てきます。だか

らこそ、日常に隠れている「有り難いこと」に目を向けて、無理やりでもよいので「ありがとう」と声

に出してはどうでしょうか。否定的な考えや後ろ向きの人からは、多分「すみません…。」という言葉

が出てきます。それを「ありがとう」という言葉に変えてみませんか。何事にも感謝できる人は、喜び

を自ら作れる人だと思います。そして心からの「ありがとう」は相手に「あなたのしてくれたことを私

はしっかり認識しているよ。」「あなたのことを大切に思っているよ。」というメッセージだと思いま

す。そのメッセージが自分だけでなく相手の心にも喜びをもたらし、いい人間関係に発展すると考えま

す。令和 3 年度、並木中学校が「ありがとう」あふれる学校になってほしいと、まん延防止重点措置発

令の下、心から願っています。 

 

     《並木中学校 教育目標》 

   共生 ～仲間とともに高め合える人～ 

・自ら課題を解決し、学んだことを活用する力を育てます。(知) 

・自ら進んで考え、判断し、主体的に発信・行動する力を育てます。(体・開) 

・多様な価値観を認め、尊重し、他者と協働して社会を創る力を育てます。 

                               (徳・公)     

 新学習指導要領が今年から全面実施されます。複雑で変化の激しい時代に「答えが一つではない」課

題にも柔軟に向き合うには、知識の量や学びの経験だけでなく、失敗を怖れず考えたこと・学んだこと

を表現したり積極的に行動にうつすなど挑戦する姿勢が大切です。そのために我々教職員も授業改善、

評価方法の研究、教育活動の目標の明確化など、引き続き研鑽を積んでいく所存です。保護者・地域の

皆さまにも、それぞれのお立場で、子どもたちの成長を支援してくださいますようご理解とご協力をよ

ろしくお願い申しあげます。 

             小中ブロック校 共通スローガン 

       あいさつで 心豊かな 一日を 
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令和 3 年度入学式  「ようこそ！並木中学校へ」 

 令和 3 年度の入学式が４月 7 日に行われました。例年は生徒会役員の先導で 

入場し、在校生による校歌の披露があるのですが、今年度は受付後、直接式場 

の席に着席し、保護者の方々・本校教職員に温かく見守られての入学式となりました。今年の 3 月に卒 

業した先輩方のメッセージビデオが校歌の BGM と共に会場に流れ、新入生は新しく始まる学校生活の 

イメージができたと思います。 

新入生 誓いの言葉          教職員紹介の場面 

  

               新入生 誓いの言葉 

 あたたかな春の訪れとともに、私たちは並木中学校の一年生として入学式を迎えることができ

ました。このような立派な入学式を行っていただき、ありがとうございます。 

私たちは、これから始まる新しい学校生活に不安をかかえています。中学校生活は三年間とい

うことで、「あっ」という間に過ぎていくと思います。一日一日を悔いのないよう大切に過ごして

いきたいです。小学校と違い中学校では、勉強する教科が増えたり教科ごとで担任の先生がいた

り、授業時間が長くなったりと今までの学校生活とは違うところがたくさんあり、不安を感じて

います。 

しかし、それ以上に楽しみなこともたくさんあります。体育祭や合唱コンクールなどは中学校

生活の楽しみのひとつです。なかでも私が一番楽しみにしているのは、部活動です。部活動は、目

標を達成することで多くの成長をもたらしてくれると思います。日々、努力して上達し自身を付

けていきたいです。これからの三年間は、勉強と部活動を精一杯頑張ります。学習面でもきちん

と予習・復習を行い定期テストでは、よい点数をとれるように頑張ります。 

最後になりましたが、これからお世話になる先生方、先輩方、私たち新入生を温かい目で見守

り、ご指導くださいますよう、よろしくお願いします。 

                               新入生代表  

🌸 新入生 オリエンテーション 🌸 

4 月 9 日（金）5 校時に新入生の皆さんが生徒会活動と部活動の仕組みや活動を理解し興味を持って

もらうことを目的に、新入生オリエンテーションが行われました。 

生徒会の活動では役員の説明後、各委員会の委員長から、具体的な仕事内容の説明がありました。ま

た、部活動では、感染防止の観点から実技披露ができないため、各部で作成した VTR と代表者による

説明での紹介になりました。昨年度末から、感染防止対策をしながら、オリエンテーションを実施する

ためにはどうしたらよいか、生徒と教職員がアイデアを出し合い進めてきました。これを機に新入生だ

けでなく 2,3 年生にも生徒会活動を引っ張るリーダーが増え、活躍してもらえれば幸いです。 
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  (令和 3 年度 教職員紹介） 

学校長 土信田 園子 副校長 長谷川 秀人 教務主任 幡谷 彰彦 

 １学年 ２学年 ３学年 

学年主任 澤野 奈緒子(英語) 右田 敦子（理科） 小川 佳津子（保体） 

１組担任 南部 智恵子(数学) 山本 真実（社会） 遠藤 康成 (国語) 

２組担任 若命 翔大(保体) 山川 凜太朗 (数学) 柏木 紀子 (英語) 

３組担任  小林 敦（音楽）  

４・５組 小川 明日香   春田 淳 

副担任 坂浦 颯 (国語) 黒木 航太 (保体) 幡谷 彰彦 (技術) 

小山 慎二（理科） 

非常勤

講師 

刀根 信哉 (社会)  富山 恵美子 (美術)  菊池 順子 (家庭) 

    山口 義和 (学習支援)   小林 なほ子 (個別支援級) 

生徒指導専任 小山 慎二（理科） 進路指導主任 幡谷 彰彦 (技術） 

養護教諭 小江 環 学校図書館司書 大橋 美恵子 

学校用務員 石田国松  渡邊慶子 学校事務 佐野 貴弘 

初任者指導教諭  平井 義則 特別支援コーディネーター 澤野 奈緒子 

職員室業務アシスタント 帯津 裕子    李木 恵子 

ＡＥＴ Thomas Lomax  (トーマス ロマックス) 

Sカウンセラー 原 静（金曜日勤務） SSW 吉村 喜美江 

校医（内科） 石井 治彦  校医（歯科） 櫻井 健人 

校医（眼科） 木下 さおり 校医（耳鼻科） 堀内 長一 

学校薬剤師 井上 英子 巡回員 樋口 弘幸 

{セクシャルハラスメント相談窓口} 

  セクシャルハラスメントは相手の心を傷つけ、人権を侵害する行為です。一人で悩まずに相談しやす

い身近な大人に相談してください。 

 教育総合相談センター 電話０４５－６７１－３７２６ 月～金 9 時～17 時(年末年始除く) 

学校での相談窓口は次の通りです。 

小江 環（養護教諭） ・ 小山 慎二（生徒指導専任） 

  

☆ GIGA スクール構想 進捗状況 ☆ 

持続可能な社会の創り手となるよう、子どもたちに必要な

資質・能力を育むことが求められている今、横浜市では、こ

れまで培ってきた教育実践と GIGA 端末等を利用した ICT

の効果的な活用のミックスによる、「新しい学び」を目指して

います。本校でも、GIGA 端末として学校に配当された

Chromebook が使いこなせるように、技術科の授業でオリエ

ンテーションを行いました。真新しい端末を手に、いろいろ

な機能に興味津々な様子を見せていた生徒たち、そのなかで

も、今回の構想の特徴でもある通信速度の速さを味わってもらおうと、ネット検索をしてもらいました。

４０人近い生徒が一斉に使っても、ストレスを感じることなくつながる速さにみんな満足しているよう



4 

 

でした。今後は、生徒自身に Chromebook を学校生活や学習につかうことのメリット、デメリットを考

えさせることで、生徒自身が情報の技術を理解することができ、また、それをどのように活用していく

ことが良いのかを考え、判断することができる力が身についていくと思います。さらに、互いの考えを

共有しあうことで、さらなる学びにもつなげられるような授業展開を考えています  
 

彡☆ 第４０回 体育祭 ５月２２日（土）☆彡 

体育祭スローガン 「駆け抜けろ大地 ～応援とやる気は自粛するな～」 

今年度は、２年振りに全校生徒が縦割り活動で体育祭を行います。４色対抗戦となり、チームごとに

３年生のリーダー、２，３年生の副リーダーを中心に個人種目の選手決めや全員リレーの走順、色別対

抗全員で行うランニング綱引きの作戦など、生が主体となって取り組んでいます。新型コロナウィルス

感染症の対策を徹底しての活動になりますが、昨年全校生徒で実施できなかった分、今年のスローガン

にもあるよう、応援とやる気は自粛せずに精一杯本番に向けて頑張ってほしいと思います。   

    体育祭実行委員担当教諭 若命 翔大 

実行委員長より 

今年も体育祭の季節がやってきました。昨年は、新型コロナウィルスの影響で、学年ごとの体育祭と

なってしまいました。しかし、今年は、制限こそがありますが、全学年揃って行うことができます。１

年生は、初めての体育祭ですが協力して頑張りましょう。２年生も全体での体育祭は初めてですが、３

年生に負けないように精一杯頑張ってください。そして３年生は、今回が最後の体育祭となりますが、

一人ひとりが全力で悔いの残らないようにしましょう！そして、終わった時には、学年や各色、関係な

く讃えあえるように全員で最高の体育祭をつくりましょう！！ 

 

              ☆ 5 月の予定 ☆ 

日 曜 行事 日 曜 行事
1 土 17 月
2 日 18 火 体育祭　学年練習

3 月 憲法記念日 19 水
4 火 みどりの日 20 木 体育祭予行

5 水 こどもの日 21 金 体育祭準備　　　SC

6 木 会議のため一斉下校 22 土 第40回体育祭

7 金 PTA書面総会　　　SC 23 日 体育祭予備日

8 土 24 月 22日の代休

9 日 25 火
10 月 評議会 26 水 一斉下校

11 火 体育祭学年練習　　1年耳鼻科検診 27 木 3年全国学力・学習状況調査

12 水 一斉下校 28 金 　　　　　　　　　　SC

13 木 29 土
14 金 1年心臓検診　⑤⑥生徒総会　　SC 30 日 3年修学旅行(5/30～6/1)

15 土 31 月

16 日 完全下校　18:00  


