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「学年後半での変化や向上に期待」  

いよいよ秋の訪れです。二学期制を採用している本校としては後半の始まり、

この一年間の締めくくりに向けてのスタートでもあります。  

 そこで、今一度、岡野中学校の生徒の皆さんに身につけてほしい「資質・能

力」について確認したいと思います。  

 

 

□人の前でわかりやすく確実に情報を伝えられる力を身に付けている  

・そのための方法として、パネルやパワーポイントなどを用いることができる  

・手段として、図やグラフ、イラストなどを駆使して説明できる  

・効果を考え、色彩や音楽なども工夫して取り入れ発表できる  

 

□健康で健やかな、自分の体をつくろうと継続的に努力する人になる  

・日常的に、体力増進の取組が行える  

・食育に関する知識を増やし、日常に活かすことができる  

・生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を高めることができる  

 

□自分とは違う他者の生き方を尊重し、人権を侵害しない態度を身に付けている  

・差別やいじめは、他者の生き方を認められない心の狭さ、心の弱さからくる  

ものだと理解し、広い心と強い心の持ち主となれるよう努力する  

・人に迷惑をかける行為は、自分の生き方のレベルが低いからだと理解し自分を

社会や人にとって、大切な存在となれるよう努力する  

・自尊感情と、他者への思いやりの心を持った人になる  

 

9 月までの半年間を振り返り、次のステージでの目標を確認してください。特に今年は

「つながり」を意識してもらうように、体育祭の色分けから「縦割り学級」で活動し、他

学年との言葉かけ・掲示物づくりを通して実践してもらいました。10 月の「岡野フェス

タ」では、音楽（合唱）という手法で伝えられるものは何か？を考えてください。歌詞や

旋律の持つ「伝えたいこと」が聴く人に伝えられたのかを評価したいと思います。また、

合唱の取組を通して自分を褒められるようになり、他者への思いやりが更に深まってくれ

ることにも期待しています。  

 この半年間、地域行事に「ボランティア」として参加した生徒の皆さん、本当に素晴ら

しい貴重な体験をしてくれたと思います。横浜駅周辺のゴミ清掃、地域防災訓練への参加、

地域行事の運営や発表団体としての参加。あなた達が大人になったとき、この地域を「よ

り豊かで安心して生活できる場所」にするための準備が「ボランティア」活動だと考えて

ください。地域の先輩方と「顔の見える関係（どこの誰だかがわかる関係）」が作られてい

るのです。地域の多くの先輩方は「中学生の将来」に期待してくれています。  

あなたたちが、多くの人とつながることができるように願っています。  
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道徳科 授業参観 

 

 

国際交流会 LYME JAPAN TOUR 

岡野フェスタ 
今年のスローガンは、響鳴

きょうめい

～届け OKANO’S melody～に決まりまし

た。岡野フェスタに向けて、  

準備や練習が始まっています。  

9 月 13 日（木）の合唱委員会で、発表の順番を  

抽選し、次のように決定しました。  

1 年生   2 組→1 組→3 組  

2 年生   3 組→1 組→2 組  

   3 年生   2 組→3 組→1 組  

 課題曲は、1 年生「マイボニー」2 年生「命が  

羽ばたくとき」3 年生「大地讃頌」です。  

自由曲は、右の表の通りです。指揮者・伴奏者は、

夏休みから講習会に参加して練習を重ねています。

学校中に歌声が響いて、本番の発表が楽しみです。  

ひとつの合唱を作り上げる団結力や一体感だけで

はなく、鑑賞のマナーや、審査も大切な学習です。  

 

審査は、4 つの観点で行われます。  

（１） 態度～服装、入退場、歌う姿勢、指揮者へ  

 の注目、鑑賞態度、意欲。  

（２）声量～口を大きく開き、歌詞がよく聞き取れ、響きのよい豊かな声  

（３）ハーモニー～正確な音程とリズム、パートのバランス、響きの美しさ  

（４）表現力～歌詞の解釈、曲想表現（強弱、速度の変化）、指揮・伴奏・歌の一体感  

午前の部は、開会式のあと、2 年生→1 年生→3 年生の順番で合唱コンクールが行われ

ます。午後の部は、横浜子ども国際平和スピーチや英語のスピーチ、和太鼓・吹奏楽部・

手話部の演奏、個別支援級や視聴覚委員会の発表などがあります。閉会式には、合唱コン

クール最優秀クラスの発表があります。開場は９時 45 分で、10 時開演。終演予定は、

１５時 30 分です。生徒たちの緊張の中での、輝く姿を見に来て応援いただきたいと思っ

ています。  

 

9 月 25 日（火）５・６校時に、

オ ー ス ト ラ リ ア か ら 音 楽 楽 団

LYMEのみなさんが岡野中学校に

いらっしゃいました。午前中は、

浅間台小学校で演奏した後の訪問でした。英語でのウェルカムスピーチや岡野中学校紹介

VTR で始まり、LYME の管弦楽の演奏や和太鼓の演奏と体験、吹奏楽部との合同演奏な

ど、音楽を通してのふれあいの時間になりました。みなさんからの質問にも、快く答えて

くださいました。最後に英語の授業で練習した「Home Among the Gum tree」という

曲をみんなで一緒に歌いました。この歌には、ジェスチャーがありとても和やかで楽しい

雰囲気に包まれました。みんなで作ったプラバンのキーホルダーを贈り、後日お礼状も書

きました。温かな人とのつながりで実現したこの交流会をきっかけに、みなさんの心の中

に、国際理解や国際交流や平和につながる気持ちの種を植えることができたと思いました。 

 

9 月 28 日（金）には、授業参観として保護者の方に、

道徳の授業を見ていただきました。1 年生は、公徳心を主

題に「転がったジュース缶」という読み物、2 年生は、よ

さを認め合い励ましあう友情の尊さを主題に「星置きの滝」という読み物教材をつかって

学習しました。3 年生は「奇跡のリンゴ」という読み物で、理想を求め自己の人生を切り

拓いていこうとする心情を育てるねらいで授業が行われました。生徒の感想の中には、あ

きらめないことの大切さを感じ取り、前向きな気持ちをもてたことが伝わってきました。

道徳の授業を通して、生徒一人ひとりが見方や考え方を、多面的に多角的に

広げることができているか、また、様々な題材を自分のこととして考え行動

につなげる機会としていることを評価しています。  

１年１組  時の旅人  

１年２組  この星に生まれて  

１年３組  Believe 

２年１組  空駆ける天馬  

２年２組  アイネクライネ  

２年３組  信じる  

３年１組  道  

３年２組  プレゼント  

３年３組  手紙  



これからの予定                            
10 月 10 日（水）もくせい舎           

10 月 12 日（金）朝会、児童授業体験        

10 月 15 日（月）1 年合唱リハーサル、専門委員会    

10 月 16 日（火）全校評議会             

10 月 18 日（木）2 年合唱リハーサル         

10 月 19 日（金）3 年合唱リハーサル             

10 月 26 日（金）岡野フェスタ（西公会堂）      

10 月 30 日（火）～11 月 2 日（金）3 年進路面談  

11 月  5 日（月）専門委員会  

11 月  6 日（火）全校評議会  

11 月 7 日（水）市総体閉会式、もくせい舎  

11 月 8・9 日（木・金）3 年市学力・学習状況調査  

11 月 14 日（水）中間テスト  国語、社会、3 年のみ技術・家庭  

11 月 15 日（木）中間テスト  英語、音楽、3 年のみ保健体育     

11 月 16 日（金）中間テスト  数学、理科、美術  

おめでとうございます 

個別支援級  

5地区 6地区 健民祭 

個別支援級の活動を紹介します。今は、岡野フェスタのステージ

発表に向けて練習しています。合唱は、交流級にもいき練習してい

ます。個別支援級は、校外で学習する機会も多く、野毛山動物園で

の清掃活動や宿泊学習は、西区合同で行います。宿泊学習は、京浜急行に乗り三崎口まで

行き三浦 YMCA で行いました。キャンドルファイヤーや飯盒炊飯やレクレーションで楽

しく盛り上がり活動しました。班長として班をまとめ頑張っている姿も

ありました。三ツ沢公園での横浜市合同体育祭では、競技の参加だけで

はなく閉会式の司会も経験しました。作業にも楽しく取り組み、名刺の

作成や花壇の手入れなど、様々な場面での活動を通して成長しています。 

 

さわやかな秋晴れの青空のもと、5 地区

が平沼高校グランド、6 地区が岡野公園  

 で健民祭が開催されました。  

岡野中学校からは、野球部を中心に 22 名のボランティアの生徒が参加

をしました。放送や用具、会場などたくさんの仕事を一生懸命行ってい

ました。和太鼓部も、6 地区で演奏し盛り上げることに協力しました。

その後、軽井沢中学校と一緒に、野毛山ソーランよさこい踊りを披露し

ました。日差しに法被の彩が映え、中学生の力強い踊りにたくさんの拍

手をいただきました。たくさんの笑顔であふれ、10 月の体育の日にふ

さわしい地域行事の成功に、あらためて感謝いたします。  

 

みなさんの頑張りや活躍を応援しています。  

前期終業式で表彰しました。  

 

≪技術・家庭科≫  

横浜市連合文化祭  科学作品展  佳作  ３年  杉山  泰星・小林  大夢  

≪国語科≫  

西区席書大会  毛筆の部  優秀賞  ３年  塩手  凪  

              佳作   ３年   平安山  琉美・近藤  帆乃佳  

 ≪硬式テニス部≫   

神奈川県中学校新人テニス大会  個人の部  ダブルス８位  ２年  若林  梨己・元岡  珠那  

                        団体戦  ３位  関東大会進出  

 ≪野球部≫            西区秋季大会  優勝  

≪バレーボール部≫     西区・中区合同秋季大会  優勝  

 ≪バスケットボール部≫   男子  西区新人戦  ２位  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

浅間台小学校  

運動会ボランティアを募集

します！  

10 月 20 日（土）  

午前の部  9:00～12:00 

午後の部 13:00～15:00 

午前午後どちらかでも、協

力できる人は、体操服（水

筒タオル持参）で参加して

ください。また、11/17（土）

10:45 から、浅間台小もち

つき大会があります。  

 


