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感染症から影響を受ける心理 

校長  木村  達洋 
 

８月のお盆休みの初め頃に、次のようなニュースが

ありました。  

「なんでこの時期に東京から来るのですか。知事がテレビで

言っているでしょうが。知ってるのかよ。いい年して何を考えて

いるんですか。この通りは小さい子もいるんです。そして高齢者もです。さっさと帰ってください。皆の迷

惑になります。安全だと言い切れますか。」 

青森にある実家に東京から帰省した方の玄関先にこのようなビラが置かれていました。  

感染症の蔓延は、病気としての問題だけでなく、感染によって社会の不安を増大させ、

感染者、医療従事者だけでなく、その家族や近隣の人々に対しても不当な差別やいじめな

どの人権侵害が増大するという大きな問題を生んでいます。  

病気を理由に人を差別したり、病院や保健所の勤務などの職業や感染者の多い地域にい

たから、海外より帰国したからだけでレッテルを貼り排除したりすることは絶対に許せる

ことではありません。その方法もビラや貼り紙、ＳＮＳへの個人情報の投稿や誹謗中傷、

建物や車の破損など、どれも顔の見えない匿名性を利用したものばかりです。この構図は、

いま問題になっている「いじめ」と同じではないでしょうか。  

 

「恐れるべきは人ではなくウイルスです」 
 

悲しいことですが、この感染症は、「病気」として感染させるだけでなく、「不安や恐

れ」「嫌悪・偏見・差別」も人に感染させてしまう可能性があります。不確かな情報に惑

わされ物事を一面的に捉えてしまうと、独りよがりの正義感だけが先行し、気がついたら

人権侵害をしてしまうかもしれません。自分を振り返り、確かな情報や正しい知識を身に

つけ、様々な人へのねぎらいと感謝の気持ちを大切にしながら、多面的に物事を捉えて、

この感染症の負の連鎖を断ち切りたいものです。  

 

「誰が感染してもおかしくない世の中だから」 

 

横浜市立鶴ケ峯中学校  

学校だより  No. 208 

令和２年９月１日  

学校教育目標 

生徒一人ひとりが生き生きと自分らしい生き方を切り拓いていくため  

の学びの場として、本校は次のことを重点とした教育活動を進めます。  

自ら学び伸びる    （知） 

共に生きる      （徳・公・開） 

健やかな体をつくる  （体）  
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 校内予算委員会で本年度の配当予算執行計画を作成しました。  
 それぞれの費目の主な執行計画は昨年度と大きく変わっておりません。  
 昨年度と比べ学校運営費が増額しておりますが、消耗品費については、来年度から新学
習指導要領になることに伴い、中学校で使用する教科書が変更となるための教師用教科書
や指導書の購入費となります。また、学用器具費については、昨年度実施した本校の７０
周年事業からの寄付金によるものです。  
 枠内総額裁量予算として配分をされておりますので、流用可能な費目においては流用調
整をしております。また、今年度は特別予算として「コロナ感染症予防対策予算」として、
この表の記載とは別に、およそ３９０万円配当されております。検温器具や消毒薬、スポ
ットエアコンなどの予防対策に活用をしていきます。  
今年度も適切な運用に努めて参りますので、ご承知おきください。なお、昨年度（令和

元年度）の決算報告書については、本校のホームページに掲載しておりますのでご確認く
ださい。  
予算には限りがあります。生徒の皆さんも、電気や水、校舎の施設や備品、トイレなど

を大切に使ってください。学校として必要としているところに予算をしっかりと活用でき
るよう、ご協力をお願いします。  

（単位：円）

事業名 予算費目 昨年度配当額 本年度配当額 第１回流用額 計画予算額 主な執行内容 昨年度比

報償費 280,000 280,000 ▲ 230,000 50,000 教育活動協力に対する謝礼、見舞金 0

消耗品費 8,702,000 9,467,000 153,599 9,620,599 用紙、印刷機インク、コピー、教科消耗品、管理消耗品 765,000

食糧費 50,000 50,000 0 50,000 体育祭来賓用茶菓子、卒業式来賓用弁当 0

印刷製本費 138,000 138,000 ▲ 100,000 38,000 校名入り封筒印刷 0

修繕料 156,000 156,000 100,000 256,000 楽器修理、備品修理 0

通信運搬費 123,000 123,000 60,000 183,000 切手、進路関係書類郵送代、行事出席生徒交通費 0

手数料 100,000 100,000 170,000 270,000 図書装備、ピアノ調律、クリーニング代 0

委託料 137,000 137,000 508,500 645,500 大型ごみ処理、シュレッダー処理 0

使用料及び賃借料 1,116,800 1,066,800 ▲ 800,000 266,800 生徒搬送タクシー代、モップレンタル代 ▲ 50,000

学用器具費 2,750,000 3,053,599 ▲ 153,599 2,900,000 楽器、運動用具、OA機器 303,599

図書費 1,212,000 1,212,000 0 1,212,000 学校図書館の本の整備 0

負担金等 24,000 24,000 156,000 180,000 各種競技大会団体参加料 0

施設小破修繕料 822,254 806,000 200,000 1,006,000 ガラス修繕、各教室扉修繕、消防設備修繕 ▲ 16,254

施設手数料 30,240 30,000 0 30,000 執行予定なし ▲ 240

校地小破修繕料 64,500 64,500 ▲ 64,500 0 執行予定なし 0

15,705,794 16,707,899 0 16,707,899 1,002,105

事業名 予算費目 昨年度配当額 本年度配当額 第１回流用額 計画予算額 主な執行内容 昨年度比

報償費（学校巡回員） 200,000 200,000 200,000 学校巡回員報酬 0

燃料費 210,000 171,000 171,000 ストーブ用白灯油、プロパンガス ▲ 39,000

410,000 371,000 0 371,000 ▲ 39,000

事業名 予算費目 昨年度配当額 本年度配当額 第１回流用額 計画予算額 主な執行内容 昨年度比

教職員旅費（非常勤） 20,000 4,000 0 4,000 非常勤講師出張旅費 ▲ 16,000

教職員旅費 2,251,700 2,062,000 0 2,062,000 教職員出張旅費 ▲ 189,700

手数料（企画料） 1,000 53,000 15,000 68,000 出張旅費企画料 52,000

タクシー借り上げ料 23,000 15,000 ▲ 15,000 0 執行予定なし ▲ 8,000

2,295,700 2,134,000 0 2,134,000 ▲ 161,700合　計

令和２年度　横浜市立鶴ケ峯中学校　学校予算執行計画書

学校運営費

合　計

学校管理費

合　計

学校総務費



２学期以降の学校運営について 
 
皆さんご承知の通り、今年度の学校運営は通常通りの実施ができない状況にあります。

夏休みなどの長期休業期間の短縮により、学習面の時間確保はある程度見通せる状況とな
ってきましたが、他の学校行事を含めた様々な取組については、実施内容の変更や削減、
状況によっては中止を判断しなければなりません。しかし、今この時だけの中学校生活を
送る生徒たちにとっては、学校行事等も欠かせない教育活動です。  
例年通りには実施が難しいとしても、何とかそれに近づけることができないか教職員で

何度も検討を重ねております。  
今後の学校行事等について現在の本校の検討状況を再度お伝えいたしますので、ご理解

をいただきたく存じます。また、ご意見等がございましたらご連絡ください。  
なお、今後の感染状況によっては、更なる変更をする可能性もあることをお含みおきく

ださい。  
 

『３年修学旅行』⇒中止  
 ３年生の生徒・保護者の皆様へは、８月３日にメール配信、８月１７日に書面にてお知
らせをいたしました通り、９月６日（日）～８日（火）で実施を予定しておりましたが、
中止といたしました。７月中旬から感染症の蔓延状況の悪化が見られ、神奈川県で警戒ア
ラートが発令され、全国的にも感染が拡大している状況下であることから、苦渋の決断を
いたしました。修学旅行実行委員をはじめとする３年生にとっては、１年生の頃から準備
を重ね、楽しみにしていた行事でもあり、申し訳ない気持ちでいっぱいです。  
 本校の特色である平和教育も含めた修学旅行へ向けた学習については、中止となってし
まいましたが、学習のまとめを今後も継続してもらいたいと考えています。  
 

『体育祭』⇒縮小・変更して実施  
 予定通り９月１７日（木）に実施する方向で準備をしております。但し、内容について
は、「３密」となる種目を削除・変更して時間を短縮したうえで実施します。感染症予防
のため、生徒の応援席は例年の２倍の広さを取り、間隔を空けて着席できるようにします。
また、熱中症対策として、生徒用のテントも設営する方向です。今年度に限り、保護者の
見学については、生徒席拡幅の関係から見学場所の制限をするとともに、各ご家庭原則１
名までの参観とします。事前に参観者の申し込みを行う予定ですので、ご協力をお願いし
ます。また、申し訳ありませんが、来賓及び敬老の招待は行いません。  
近年心配される熱中症の予防との関係からも、今後の感染状況も含めて更なる縮小や中

止を検討する場合もあります。  
 

『鶴中祭』⇒縮小・変更して実施  
予定通り１０月２９日（木）に実施する方向で準備をしております。但し、実施方法に

ついては、感染予防を優先した内容に変更をします。具体的には、合唱コンクールは実施
しますが、自由曲１曲のみの発表とします。また、体育館に全学年が入場せずに、学年毎
の発表とし、他の学年は教室のテレビでその発表を鑑賞します。体育館での座席は広く取
り、ステージからの距離も取ります。練習時に合唱をする際はなるべく場所を広くとり同
一方向を向きマスクを着用して行います。当日の発表時には、生徒全員にフェイスシール
ドを配布して着用したうえで合唱をします。また、今年度に限り、当日の来賓や保護者の
見学は行いません。  
教科や部活等の発表については、別の機会を設定することとします  
なお、今後の感染状況によっては、変更や中止も検討いたします。  

 
『２年職場体験学習』⇒中止  授業内での代替へ 
例年６月に実施をしておりましたが、一先ず１１月に実施をする方向で延期しておりま

した。昨年度に依頼をしておりました事業所へ、１１月へ向けて実施可能かどうかアンケ
ートをお願いしたところ、約半数近くが今年度は受入れが困難であるとの回答で、受入れ
る場合も様々な条件や感染状況にも影響するため、やむを得ず中止にいたしました。  
なお、代替として実際に訪問するのではなく、学校の授業の中で働くことについて学ぶ

ことができる探求プログラムを実施する方向で検討をしております。インターンの題材と
なる企業の協力の下で有償にて提供される学習プログラムとなっていますので、保護者の
方に費用のご負担をお願いすることになります。詳細については、２学年の生徒・保護者
向けにご連絡いたしますので、ご理解とご協力をお願いします。  



『２学期中間仮成績』⇒２学期中間テストまで １０月１６日（金）提示  
６月１９日の通知でのお知らせの通り、今年度は１学期の成績を出さずに、２学期中間

仮成績を提示することにしております。この仮成績については、９月２９日から１０月１
日に実施する２学期中間テストまでの成績となりますのでご承知おきください。また、仮
成績の提示日は、１０月１６日（金）を予定しております。  

 
『１０月土曜参観』⇒中止  授業参観週間と学級懇談会を別日程で実施  
１０月１０日（土）に予定をしていた土曜参観日ですが、感染症予防を考慮し中止とし

ます。そのため、１０月１２日（月）は代休とならずに、通常授業となりますのでご承知
おきください。  
また、その代替として、１０月１９日（月）～２３日（金）の期間を授業参観週間とし

ますので、できるだけ分散して授業参観をしていただきますよう、お願いします。また、
１１月２０日（金）に学級懇談会を予定します。ご理解とご協力をお願いします。  

 
＜主な行事予定＞※状況によっては変更となる場合があります。  

９月  １日（火）         総合防災訓練  

   １５日（火）         体育祭予行  
   １７日（木）         第７０回体育祭  
                【予備①18 日（金）②24 日（木）】  
   ２９日（火）～１０月 1 日（木）  2 学期中間試験  
１０月  ２日（金）         3 年英語検定実施  
   １３日（火）～１１月 2 日（月）  教育実習生受入期間  

１６日（金）         ２学期中間仮成績  提示  
   １９日（月）～２３日（金）  授業参観週間  
   １９日（月）～２８日（水）  鶴中祭週間  
   ２９日（木）         第４８回鶴中祭  

  

 
 〇正門の電子錠設置について  

  不審者から生徒を守るためや防
犯上の理由から、正門に電子錠を
設置することとなりました。既に
工事は完了し、８月２４日より運用を開始しております。保護者や地域の皆様に
おかれましては、本校への来校の際には、正門にあるインターフォンにて職員室
へご連絡いただきますようお願いします。そのまま、職員玄関から入校される場
合は玄関も開錠しますので、お声掛けください。また、正門から出るときは、門
横にあるボタンを押すと開錠します。出た後は門を閉めてください。  

  大変ご不便をおかけいたしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。 
 

〇内科校医さんが変更となりました  
  これまで長年、本校の内科校医としてご尽力いただいた  米山  芳夫  先生  です
が、ご都合により６月３０日をもって辞任されました。  

  ７月１日より新たに  岩間  博士  先生  にお願いをすることとなりましたので、
お知らせをいたします。日程は未定ですが、今年度からの内科検診ではお世話に
なりますのでご承知おきください。   

 
  

 


