
      西柴中 学校だより 8・9 月号          

 

西柴中学校 学校教育目標                     

 共に学び、たくましく、豊かな心をもった生徒を育てます          

（知・開）     （体）       （徳・公）                        

 

『努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る』作家・詩人 井上 靖 

校長 中野 裕美 

 例年以上に暑かった夏休みが終わりをつげ、いよいよ今日から学校が始まります。３年ぶりの

行動制限のない夏休み、生徒の皆さんはどう過ごされていましたか。久しぶりに旅行に行かれた

方もいたのではないでしょうか。部活動で夏の大会やコンクール、練習試合などなど、汗を流し

た方もいると思います。勝ち負けは、時の運も関係するので思うような結果になった人もならな

かった人もいるかと思いますが、活動に前向きに取り組み、勝利への目標に向けて努力したこと

そのものが尊く、自己の生命に宝物として刻まれるのだと思います。 

私はこの夏、３年ぶりに開催された研修会に参加いたしました。その中で、２０２０年の教育

課程策定に携わった方のお話を伺い、未来からの使者である中学生の皆さんの教育を掌るものと

しての見識を広げることができたように感じています。お話の中で多くの学びがあったのですが、

中でも、社会構造の変容に伴い「『学力観』そのものが変容していくのだ」ということに気付き

ました。高度に情報化された現代、クイズ番組で問われるような知識偏重ではなく、問題解決能

力や対人対応能力が問われる時代になったのだと実感しました。 

主体的に取り組むことの重要性は、前回の学校だよりにも書きましたが、その取り組みを支え

ていく原動力は、興味や関心や好奇心であり、こう

なりたいという『意欲』です。『学力観』は時代と

ともに変われど、自己の成長や目標のために努力す

ることの意義は、変らないのだと思います。この夏

休み中に、「天平の甍
いらか

」を著した井上靖さんの冒頭

の言葉を目にし、皆で西柴中の教育活動や未来に希

望を語りあっていこうと決意を新たにしました。 

９月には期末試験、１０月には体育大会や西柴祭

があります。一人ひとりが持てる力を発揮できるよ

う努力していきましょう。 

残暑を乗り越えよう！！ 
 

夏休みが明けました。早寝早起きの習慣を

取り戻せていますか。健康の源は、快食快眠

快便です。先ずは基本の「早寝早起き朝ごは

ん」を心がけましょう。 

朝ごはんに必要な栄養分の第一は、ご飯・パ

ンなどの「炭水化物」です。脳と体を動かす

エネルギー源を取り込み、元気に出発したい

ものです。また、牛乳やチーズ、卵などの「た

んぱく質」、野菜やくだも

のに含まれる「ビタミン、

ミネラル類」栄養分も摂り

たいものですね。 

令和 4 年 8 月 29 日発行 

横浜市立西柴中学校 

校長 中野 裕美 

横浜市金沢区西柴一丁目 23番 1号  

℡０４５－７８１－２４４８  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〈生徒の振り返り〉（抜粋） 

・１００人村をやって世界にはいろいろな言語

があり、日本は少子高齢化が進んでいるという

ことに気が付きました。 

・世界にはつらい思いをしている人がたくさん

いること、十分な学習を受けられていない人が

たくさんいることがわかりました。 

・同じ言語の人が集まるゲームをやったことで、世界で多く話されている言

語があること、また少数の人しか話されない言語があることを知りました。 

・世界では、ゴミをゴミ箱に捨てない国もあるというところにびっくりしま

した。 

・パナマの日本と食文化・生活習慣の違いを知って、世界にはいろいろな人

がいるんだなと思いました。世界中の人が、安心して暮らせるようになると

いいなと思いました。自分にできることがあったら、やってみたいです。 

・海外で働く仕事のやりがいや大切さを知ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆7 月 1９日（金）に西柴中学校にて、西柴小の児童６名と生徒会本部役員４名で「横浜子ども

会議ブロック会議」を開きました。「より良い学校をつくるには」というテーマに沿って会議を

行い、何をしたらよいか話し合いました。 

より良い学校をつくるには、「思いやりを大切にして相手の気持ちを考

えること」や「悩みなどを相談しやすい環境つくり」が大切なので、「生

徒同士の繋がりを強くし、心の壁をなくそう」という結論になりました。

その実現のために、レクなど生徒同士の関わりを増やす活動を企画してい

きたいです。8 月３０日（火）には金沢区役所での「金沢区子ども会議」

に参加して報告を行います。 

◆８月１８日（木）に小田中学校にて、区内の中学校生徒会役員が集まり「生徒会交流会」が開

催されました。「だれにとっても居心地のよい学校つくり」をテーマに各校の取組紹介が行われ、

生徒会活動をさらに盛んにするために、日頃の活動を共有したり、親睦を深めたりすることがで

きました。 

横浜こども会議・生徒会交流会 

 7 月８日（金）、国際理解教育・キャリア教育として JOCA の方の講演会を行いました。 

前半は２年生が体育館に集まり、「もしも世界が１００人の村だったら」のワークショップを体

験し、後半は教育隊員のパナマでの経験をお話してもらいました。 
 

※ＪＯＣＡ国際理解教育・キャリア教育講演のねらい 

○海外で働いた経験を聞くことにより、視野を広げ、勤労観・職業観を形成する。 

○海外での生活経験を聞くことにより、世界に目を向け国際社会への興味関心をもつ。 

○様々な生き方を学ぶ。 

○グローバル社会で生き抜くために、100 人村のワークショップを通じて、 

世界の現状を知り、多面的な見方考え方のできる人材の育成を目指したい。 

 

ＪＯＣＡ国際理解教育・キャリア教育講演 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
横浜市では、やむを得ない事情で一定期間授業が受けられない生徒の学習保障、

GIGAスクール構想による１人１台端末の有効利用、個別最適化された教育の実現

などを目的として、自宅等で授業に参加できるように、子ども自身が必要に応じて

学ぶ方法を選べる取組を各学校で行っています。 

西柴中学校でも、必要な生徒に向けて、GoogleMeetを用いた授業配信を行って

います。必要が生じた場合は、学級担任までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

～誰一人取り残さない学びの機会を～ 

西柴中は「横浜どこでもスタディ」に取り組みます 

 

７月から８月にも生徒たちの活躍の場が数多くありました。部活動では夏の大会が行われ、３年
生の多くはこの大会を最後に活動から引退することになりますが、最後まで全力を尽くす姿をたく
さん見ることができました。主な活動を紹介します。皆様のあたたかい応援、心より感謝いたしま
す。ありがとうございました。 
 

☆部活動 
○水泳・・・・全中予選    男子１００ｍ自由形    2 位 鈴木 蓮波さん 全国大会出場 
               男子４００ｍ個人メドレー ８位 櫻田 希海さん 関東大会出場 
               男子 ５０ｍ自由形    優勝 鈴木 蓮波さん 
               男子総合８位 

市総合体育大会 男子１００ｍ自由形    優勝 鈴木 蓮波さん 県大会出場 
        男子２００ｍバタフライ  ３位 佐保 遥樹さん 県大会出場 
                     ６位 木下琥太郎さん 
        男子２００ｍ個人メドレー ７位 清水 夏樹さん 県大会出場 
        男子１００ｍバタフライ     鈴木 暖杷さん 県大会出場 
        男子２００ｍ自由形       森  悠斗さん 県大会出場 

               女子２００ｍ自由形       妹尾 佳音さん 県大会出場 
               女子１００ｍ自由形       赤須 礼菜さん 県大会出場 
               男子４００ｍメドレーリレー5 位（鈴木蓮さん・清水さん・佐保さん・鈴木暖さん）県大会出場 
               男子４００ｍリレー    5 位（清水さん・佐保さん・鈴木暖さん・鈴木蓮さん）県大会出場 
               男子総合 ４位 
       県総合体育大会 男子１００ｍ自由形    2 位 鈴木 蓮波さん 
               男子２００ｍバタフライ  ８位 佐保 遥樹さん 
○陸上競技・・市通信陸上大会 女子１年１００ｍ 優勝  塩川千亜希さん 県大会出場 

                女子１年８００ｍ １３位 青木 七海さん 県大会出場 
        県選抜陸上大会 女子１年１００ｍ  ３位 塩川千亜希さん 
        県通信陸上大会 女子１年１００ｍ  ５位 塩川千亜希さん 
○柔道・・・・市総合体育大会 男子個人戦 ３位 伊澤秀太さん 県大会出場 
               男子団体戦（伊澤さん・相川さん・富永さん・坂下さん・竹内さん） 県大会出場 
○ハンドボール・・・市総合体育大会 女子の部  ７位 
○吹奏楽・・・・・・吹奏楽コンクール横浜市大会 銀賞 

 

☆スピーチコンテスト参加 
 ○横浜市立学校総合文化祭 横浜市中学校生徒英語弁論大会 学校代表 3 年 貝沼萌杏さん 
 ○よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト       学校代表 3 年 殿川和々さん 

２０２２夏 主な活動の記録 

1. 授業配信の形式 

教室で行っている授業をGoogleMeetで配信します。 

 

2. 使用端末について 

自宅にある端末を使って、学校で配付しているGoogle アカウントでログ

インして、授業の配信を視聴することができます。自宅にある端末で視聴で

きない場合は、学校で配付した端末を持ち帰ることになります。 



日 曜

29 月 ①全校集会（放送）、④総合防災訓練、教育相談・学習相談 PTA役員会・実行委員会

30 火 金沢区こども会議

31 水

1 木 定例会 S.C

2 金 ３年アルバム写真撮影予定

3 土

4 日

5 月 部活動アルバム写真予定

6 火 ３年アルバム写真撮影予定

7 水

8 木 S.C

9 金 授業参観・懇談会は中止となりました

10 土

11 日

12 月 昼清掃 西柴タイム

13 火

14 水

15 木 前期中間試験（理・英・技家）

16 金 前期中間試験（国・数・社）

17 土

18 日

19 月

20 火

21 水

22 木 S.C

23 金

24 土

25 日

26 月 ⑥学校保健委員会

27 火

28 水 定例会（前期反省）

29 木 S.C

30 金 ３年;英語検定、１，２年;平和学習 PTA役員会・実行委員会

S.C .；スクールカウンセラー来校日
相談室直通電話：045-781-2499（留守電あり）

              

               10月の主な予定
４日（火）第５９回体育祭

７日（金）前期終業式

１１日（月）後期始業式・定例会

２０日（木）西柴祭（舞台・展示）

２１日（金）西柴祭（合唱）

２５日（火）～３１日（月）３年保護者面談

※　行事は予定です。今後の情勢によって変更になる可能性があります。

予　　　定

敬老の日

秋分の日

令和４年度不登校児童・生徒、高校中退者等

のための不登校相談会・進路情報説明会

 

 


