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第３号 

横浜市立富岡東中学校 
学校だより 

３年修学旅行 「応仁のlearn～輪を広げ、和を巡ろう～」 

     臨機「応」変に、仲間を大切にする心（「仁」）を持って、 

                     学びの(Learn)の旅から帰ってきました！  

３学年主任 髙橋 義也 

 ６月２日（木）から３日間、３年生は修学旅行で奈良・京都へ行ってきました。コロナ禍で始まった赤学年の

中学校生活ですが、校外行事に関しては、１年生の三浦遠足、２年生の自然教室も天候に恵まれ、この度の修学

旅行も、 古
いにしえ

の都は３日間晴天で赤学年を迎えてくれました。 

 １日目。７時１０分の品川駅集合に、だれ一人として遅刻せず、集合。良い

旅の予感の中、新幹線に乗り込みました。行きの車中、思い思い車窓の景色を

楽しみ、クラスの友達と話やカードゲームに興じる姿。笑顔で京都駅に到着。

近鉄線で奈良公園へ向かい昼食をとりました。昼食後のクラス写真撮影後、い

よいよ班別行動開始。事前学習で学んだ大仏殿や二月堂を見学しつつ、鹿の餌

やりや鹿のかぶり物で統一感を出す班も多々あり。薬師寺まで足を延ばした班

もありました。班ごとに電車に乗り、京都駅近のホテルにチェックイン。夕食

は、お楽しみバイキング。空腹のお腹にたくさんの料理が吸い込まれました。 

 ２日目。寝坊することなく、みんなで朝食を摂り、タクシーでの京都市内班別行動がスタート。班でいろいろ

考えて作ったコースを、京都の町を知り尽くした運転手さんが分かりやすく説

明をしてくださりました。おかげで、金閣寺や清水寺をはじめさまざまな歴史

的文化遺産に触れる有意義な時間になりました。夕食後のお楽しみ会は、全員

で会場に集まりました。物まねやダンス、歌に自信のある３学年のアーティス

トたちが、代わる代わるこの日のために磨いた芸を披露。その間、手拍子が鳴

り止みませんでした（旅行業者と教員ペアが生徒にサッカーPK戦で勝つという

大人げない場面もあり）。 

 ３日目。宿の方に見送られ、クラス別行動へ。大原コース（１組）、比叡山コース（２組）、嵐山コース（３

組）、宇治・伏見コース（４組）に分かれ、法話や八つ橋作り・抹茶の作法を

学び、見学だけではなく、様々な体験を積むことができました。「もっといた

い」という声も聞かれる中、新幹線に乗り、横浜に帰ってきました。 

 ２年次から準備・実行委員が中心となり、目標や決まりを考え、コースなど

を自分たちで話し合い、思い出になる旅を計画してきました。実際に、奈良・

京都での３日間は、クラス、学年の仲間との輪を広げ、古都の素晴らしさに触

れる豊かな旅行になりました。 

保護者の皆様も、準備から体調管理までいろいろとご協力いただきありがとうございました。 

おかげさまで笑顔の絶えない最高の修学旅行を送ることができました。 



ハイキング 

自然教室実行委員長 

 私はこの自然教室で学んだことが二つあります。一つ目はチャレンジすることの大切さ

です。カヌー体験では、怖いという思いからやりたくないなと考えていました。しかし、

やってみると楽しくて、もっと遠くまで行きたいなと感じている自分がいました。やって

みないと分からないことを知りました。 

 二つ目は自然教室のスローガンになっている『渡り鳥』の通り、仲間とでないとたどり

着けないところがあると学びました。ハイキングコースは予想以上にハードで、一人だっ

たら絶対に登れませんでした。しかし、友達と応援し、応援されることで、頑張ろうと思

うことができました。 

 大切なことを実感できた二泊三日でした。来年はさらに楽しい修学旅行にしたいです。 

渡月橋 

修学旅行を終えて 

修学旅行実行委員長 

 ６月２日から４日の３日間の修学旅行が終わりました。本当に

たくさんの思い出をもち帰る旅になりました。事前学習から興味

をもって学習し、古都の魅力に触れ、学年全員が楽しいと思える

旅行ができたと思います。一生に一度の大切な３日間を、赤学年

の仲間と作り上げることができて本当に良かったです。仲間との

輪を広げられた今、この先の進路や行事にも全力で取り組んでい

きたいです。 



（１）学校運営費

（単位：円）

当初配当額 流用額 執行計画額

報償費 280,000 △ 209,432 70,568 講師への謝礼　他

消耗品費 7,897,000 723,611 8,620,611 教授用・管理用・学校行事用等の消耗品購入

食糧費 50,000 △ 12,500 37,500 来賓用茶、赤飯　他

印刷製本費 130,000 △ 61,800 68,200 写真現像、封筒印刷

教材教具修繕料 140,000 573,720 713,720 戸棚修理、楽器等修理　他

通信運搬費 123,000 124,780 247,780 携帯電話通話料、郵券、楽器運搬費用（合唱祭）

手数料 100,000 150,000 250,000 図書装備代、ピアノ調律、卒業証書筆耕　他

委託料 137,000 229,000 366,000 ﾒｰﾙ配信、廃棄物処理

使用料及び賃借料 870,500 460,548 1,331,048 生徒緊急移送タクシー代、レンタルモップ　他

学用器具費 2,385,000 △ 1,727,607 657,393 衝立、楽器、洗濯機　他

図書費 1,072,000 0 1,072,000 図書室用図書

負担金 24,000 △ 17,600 6,400 教育研究会等に係る負担金

小破修繕料 824,416 △ 124,416 700,000 ガラス修繕、蛍光灯修繕、鉄扉修繕　他

施設手数料 30,000 △ 30,000 0

校地整備小破修繕料 87,215 △ 87,215 0

予備費 0 8,911 8,911

計 14,150,131 0 14,150,131

（２）学校管理費 （単位：円）

当初配当額 執行計画額

報償費 200,000 200,000 生徒下校後の巡回費用

燃料費 140,000 140,000 特別教室の暖房用灯油

計 340,000 0 340,000

（３）光熱水費（支払いは教育委員会が直接行います） （単位：円）

R2決算額 R3決算額

水道 917,416 1,198,305 2,000,000 昨年度より使用量を削減するよう目指します

水道（プール） 187,988 648,715 1,000,000 昨年度より使用量を削減するよう目指します

ガス 823,297 801,501 1,000,000 昨年度より使用量を削減するよう目指します

電気 2,363,759 2,981,820 5,000,000 昨年度より使用量を削減するよう目指します

計 4,292,460 5,630,341 9,000,000 使用料金が上昇している為、目標額は高く設定されています

（４）旅費 （単位：円）

当初配当額 引上・流用額 執行計画額

教職員旅費 1,162,000 0 1,162,000 教職員の出張に係る交通費

教職員旅費（非常勤） 4,000 0 4,000 非常勤講師・嘱託職員の出張に係る交通費

企画料金 53,000 0 53,000 修学旅行、自然教室に係る旅行会社企画料金

自動車借上げ料 15,000 0 15,000 修学旅行下見に係るタクシー借上げ料

計 1,234,000 0 1,234,000

（５）その他の予算 （単位：円）

当初配当額 引上・流用額 執行計画額

国際教室担当教員配置校
（消耗品費）

10,000 0 10,000 国際教室運営に使用する消耗品購入にかかる費用

感染症対策
（消耗品費）

225,000 400,000 625,000 新型コロナ感染症対策に係る消耗物品購入費用

感染症対策
（修繕費）

225,000 △ 225,000 0 新型コロナ感染症対策に係る修繕費用

感染症対策
（通信運搬費）

225,000 △ 175,000 50,000 高校入試願書提出に係る新型コロナ感染症対策費用

過去
R4目標額

予算項目
予算額

内　容

予算項目
予算額

内　容

予算項目
予算額

内　容

予算項目 内　容

令和４年度　横浜市立富岡東中学校配当予算 執行計画

◎　学校運営費は総額裁量制です。総額裁量制とは学校に配当されるさまざまな事業費目のうち、一定の事業費目を学校長の
裁量により自由に組み替えできる制度のことです。これにより、各学校では自主的・主体的にそれぞれの特色や学校事情・地域
事情を反映させた予算執行計画を作成し執行することが可能です。

予算項目
予算額

内　容

予算額合計 計画額合計
17,084,131 17,084,131

合計



７月の主な予定 

５組より 

 ５組では自立の学習で、５月下旬よりベランダではプランター

で小松菜、ほうれん草、人参と二十日大根を種から栽培していま

す。また、中庭の花壇ではナス、トマト、ピーマンとしし唐は苗

を植えて、大根は種をまいて栽培学習をしています。 

 自立の学習では、日ごろの手入れから収穫までを行います。そ

の後、収穫した野菜を活用して、家庭科の授業では調理実習を行

う予定です。 

〇１年１組…班のみんなが、お互いに気づかって考えながら行動できた

ので、たのしむことができました。 

〇１年２組…私は、フォレストアドベンチャーもズーラシアもどちら

も、友達と協力したり、笑いあったりして楽しむことができました。仲

を深めることができ、最高の思い出を作ることができました。 

〇１年３組…見る動物を決める時など、協力するときにすぐにはできな

かった時もあったけれど、最後には協力して楽しめました。 

〇１年４組…初めての緑学年の校外学習で、すごく友達との関係で緊張

してたけど、みんながすごく優しかったり、助けてくれたこともあった

から、安心したし全力で楽しめました。 

〇１年４組…主にフォレストアドベンチャーで、友達と協力してコース

を進みました。どうすれば渡れるのか、木の上の人数制限など、みんな

で声を掛け合い進むことができました。良い思い出ができてよかったで

す。 

日 曜 主な予定 日 曜 主な予定

1日 (金) 17日 (日)

2日 (土) 18日 (月) 海の日

3日 (日) 19日 (火)

4日 (月) 20日 (水) 終業式　＊部活再登校（15：30）

5日 (火) 21日 (木) 夏季休業開始～８月２８日まで

6日 (水) SC 22日 (金)

7日 (木) 総務会 23日 (土)

8日 (金) 文化祭実行委員会 24日 (日)

9日 (土) 25日 (月)

10日 (日) 26日 (火)

11日 (月) 2年のみ6校時から保護者面談 27日 (水)

12日 (火) 救急救命講習(２年)、午後：保護者面談　＊給食無し 28日 (木)

13日 (水) 午後：保護者面談　＊給食無し 29日 (金)

14日 (木) 午後：保護者面談　＊給食無し SC 30日 (土) サマーフェスタ

15日 (金) 午後：保護者面談　＊給食無し 31日 (日) サマフェス・クリーンアップ（サマーフェスタ予備日）

16日 (土) 8/1 (月) （サマフェス・クリーンアップ予備日）

※SC…スクールカウンセラー来校予定日 


