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さよならの向こう側    校長  木村  達洋 

 

  ３月に入り、緊急事態宣言が解除されるかどうか気になるとこ

ろですが、季節は着実に春の兆しを感じることができる日々とな

ってきました。  

 さて、今月１１日にはいよいよ卒業式を迎えます。卒業生の皆

さん、おめでとうございます。３年間の中学校生活、９年間の義

務教育を修了する２０７名が鶴ケ峯中学校を巣立っていきます。

３年間の中学校生活を通して立派に成長した生徒たちが、新しい

世界へ羽ばたいていきます。それぞれの進路先で、活躍されることを大いに期待していま

す。 

 １、２年生は、学年のまとめと進級の準備をする時期となりました。この１年間を振り

返り、次年度へ向けて目指す目標を持って進級し、鶴中をより良き方向へ牽引してくださ

い。 

 振り返ると、今年度は感染症に振り回された１年間でした。遠足や校外学習、修学旅行、

職場体験、部活動の大会などが中止となり、他の学校行事も予防対策に合わせた変更や縮

小を余儀なくされました。しかし、体育祭や鶴中祭が実施できたことは、何よりも希望の

光でした。  

そんな中でも「できることを精一杯頑張る」気持ちを大切に学校生活に取り組んでくれ

た生徒たちには感謝の気持ちで一杯です。特に、卒業生の皆さんにおいては、中学校生活

の最後の年が「忍耐の年」となりながらも、後輩に向けて手本となってくれたことは、鶴

中にとってとてもかけがえのない存在であったと感じ、とても感謝しています。 

今年度は保護者や地域、小学校との連携の場面が少なくなってしまいましたが、授業参

観や懇談会、書面による会合実施の工夫など、何とかつながりを継続するための取組を進

めてきました。また、エレベーター設置や正門の施錠、 ICT の活用への準備など、現状に

適した改革も少しずつではありますが実施し、教職員も常に生徒のために日々取り組んで

参りました。  

 この一年、皆様にはあらゆる面で鶴中へのご理解ご協力を賜り、本当にありがとうござ

いました。まだ一か月ほどありますが、この場を借りてお礼申しあげます。  
   

横浜市立鶴ケ峯中学校  

学校だより  No. 21４  

令和３年３月２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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部活動支援会より 活動報告及び会計報告 

２月中旬に、第２回部活動支援会を書面にて行い、今

年度の本校部活動の様子や成果、支援会の活動及び会計

の報告がなされました。今年度は、感染症の影響で、な

かなか思うように活動ができませんでしたが、それぞれ

の部で、精一杯の取組が見られたことが報告されました。 

また、保護者や地域の皆様から年度当初にお預かりし

た部活動支援会への募金や寄付金につきましては、次の

会計報告の通り、生徒の部活動のために適切に活用させ

ていただきましたことをご報告いたします。本当にご協

力の程、ありがとうございました。  

 

＜令和２年度 部活動支援会 会計報告＞ 

    
収入の部    
  項  目  金  額  説     明  

内   
訳  

繰り越し  685,406 令和元年度より繰り越し  
募金・寄付  219,000 地域よりの寄付 70,000 円、募金 149,000 円  

助成金  200,000 ＰＴＡ予算（部活動支援協力費）より  
その他     5 預金利息  

  合  計  1,104,411   

 
支出の部    
  項  目  金  額  説     明  
内
訳  

通信費  336 案内通知郵送代  
事業費  412,008 各部用具代補助、協会登録料  ※詳細は次に記載  

  合  計  412,344   

 
 
※事業費の詳細  

４月  １日      美術部補助（ R１年度分も含む）  
４月  ８日      日本体操協会登録料（新体操）           
４月  ９日      神奈川県卓球協会登録  
５月         第１回役員会（書面にて）  
７月１０日      剣道部補助  
７月１６日      保護者面談での募金活動   
８月  ２日      美術部補助（ R２年度の残り分）   
８月  ７日      バスケットボール部補助  
８月  ７日      男子バレー部補助       
８月２１日      男子バドミントン部補助  
９月２３日      科学部補助  

１０月  ８日      女子バドミントン部補助  
１１月２７日      サッカー部補助  
１１月２７日      野球部補助  
１１月２７日      ソフトボール部補助  
１２月１８日      吹奏楽部補助  

１月  ７日      女子バレーボール部補助  
１月  ８日      柔道部補助   
１月１６日      茶道部補助  
１月１８日      ソフトテニス部補助  
１月１８日      校庭整備用ブラシ代  
１月２０日      陸上部補助  
１月２９日      吹奏楽部特別補助（ホルン購入）  
     

差し引き残高 692,067 円 次年度に繰越をいたします。 

 

※出納簿及び領収書、会計報告書については、支援会の会計監査（教職員１名及び保護

者代表１名）を受け、正確に処理をしていることをご報告いたします。  



ＩＣＴを活用した教育の推進について 
 
日頃より本校の教育活動へのご理解・ご支援をいただきあり

がとうございます。  
文部科学省が掲げる「ＧＩＧＡスクール構想」を受け、横浜

市でも「横浜市におけるＧＩＧＡスクール構想」を策定しまし
た。本校でもＩＣＴ環境の整備が進められており、子どもたち
一人ひとりが調べ学習をしたり、端末を通じてクラスの仲間と
一緒に意見交換を行ったりするなど、一人ひとりの資質・能力の育成に活用していきたい
と考えています。  
子どもたちが健全にＩＣＴを活用していくためには、ご家庭でのＩＣＴとの向き合い方

も大切となるため、引き続き、保護者の皆様のご協力が欠かせません。  
つきましては、ＩＣＴ環境整備や活用の見通しをお示しするとともに、ご家庭で取り組

んでいただきたいことについて、お知らせします。  
 
１ ＩＣＴ環境整備・活用の見通し 
  横浜市立学校のＩＣＴ環境整備は令和２年度いっぱいかかる見込みです。学習用端末
は、中学校は Chrome book を用意しています。  
また、令和２年１２月に、授業などで活用する「ロイロノート・スクール」（クラウド

サービス。以下、ロイロノートとします。）のアカウントを生徒に配付しました。  
令和３年度からは「G Suite for education」（クラウドサービス。以下、G Suite と

します。）のアカウントを配付します。 (４月以降の予定 ) 
学校では、子どもたち同士の意見交換、臨時休校時の動画やワークシートの教員と子

どもたちのやりとりにロイロノートや G Suite などのクラウドサービスを用います。ま
た、ご家庭との連絡手段としてもロイロノートを用います。  

  令和３年度以降は、教員と子どもたちが学習用端末を日々の授業で使用することに慣
れるところから始まり、徐々にＩＣＴを活用していきます。それとあわせて、教員は授
業で効果的に用いるための研究を進めていきます。  

 
２ 保護者の皆様へのお願い 
（１）インターネットトラブルにあわないための話し合い  
  子どもたちがインターネットでのトラブルの加害者や被害者とならないよう、学校で
は情報活用能力の一部として、情報モラル教育を推進していきます。一方で、学校外で
もＳＮＳなどを通じたトラブルが発生する危険性があるなど、ご家庭でも子どもたちと
ルールを決めてＩＣＴと向き合っていただくことが大切です。ご家庭向けの「情報モラ
ルリーフレット」及び「スマホ・SNS 利用に関するリーフレット」をご用意しましたの
で、お子さんと話し合う際にご活用ください。 (学校 HP へ掲載 ) 
また、リーフレットにもあります通り、インターネットを利用するうえで心配なこと

や気になることがあった場合、必ず家族や先生などに相談してほしいことを、お子さん
にお伝えいただくようお願いいたします。  

 
 
 
 
 
 
（２）クラウドサービスの利用に関する同意  

ロイロノートや G Suite などのクラウドサービスの活用にあたっては、個人情報に関
する保護者の皆様の同意が必要となりますので、同意書のご提出をお願いいたします。
４月になりましたら、改めてお知らせいたします。  
なお、令和２年１２月にご協力いただきました「同意書」については、「臨時休業に備

えたご家庭での緊急時における ICT の活用について」の同意を取らせていただいており
ます。４月の「同意書」については、学校での授業や家庭との連絡に活用する等、令和
３年度からの教育活動における通常での ICT 活用についての同意をいただくことになり
ますので、ご承知おきください。  

 
（３）学習用端末の持ち帰り  

学習用端末については、生徒一人に一台が用意され、令和３年度から活用できるよう
になります。  
もちろん学習用端末は学校の備品であり、充電や OS の更新などがあるため、学校に

保管することが原則となりますが、状況によっては家庭学習で用いたり、臨時休業時の
学習保障に用いたりする場合があります。その場合には、ご家庭でも安全に利用上の規
約を遵守して扱われるよう、よろしくお願いいたします。  

鶴ケ峯中学校ホームページ 
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 ※情報モラルリーフレット等は学校 web ページへ掲載しています。 

 



 薬物乱用防止教室 
 ２月１８日（木）の１時間目に、卒業を控えた

３年生を対象に、薬物乱用防止教室を行いました。

講師には、旭警察署の生活安全課少年係の方にご来

校いただき、実際の事件をもとにした映像を鑑賞し、

悲惨な薬物依存症に至るまでの危険な行為や正しい

判断を身に付けることの大切さについてお話をいた

だきました。  

 
＜主な行事予定＞ ＊状況によって変更する場合があります。  

 ３月  ５日（金）  卒業式予行  

    ９日（火）  ３年卒業遠足  スキー教室（富士天神スキー場）  

   １１日（木）  第７２回  卒業式  

    ＊感染予防のため、保護者の１名の参観とし、来賓のご出席を控えていただ

いての実施となります。また、できるだけ時間短縮となるよう工夫をいた

しますので、ご承知おきください。  

   ２５日（木）  大掃除  

   ２６日（金）  修了式  

   ２９日（月）  年度末・春季休業開始（～４月６日まで）  

【令和３年度】  

  ４月  ７日（水）  着任式、始業式、入学式  

   ８日（木）  離任式  

   ９日（金）  学級写真撮影、避難訓練  

  １２日（月）  身体計測・体力テスト、新入生を迎える会  

  １４日（水）  スマホ・携帯安全教室、部活動仮入部開始  

  １５日（木）  １年足柄校外学習  

  ２０日（火）  部活動保護者説明会  

  ２１日（水）  部活動本入部開始  

  ２３日（金）  授業参観・学級懇談会、副教材販売  

  ２６日（月）  ３年修学旅行保護者説明会  

  ２７日（火）  市学力学習状況調査  
   ２８日（水）  PTA 委員総会  
 
※現在のところ、感染症予防の観点から、次の行事等が延期・中止となっています。ご理解、ご

協力をお願いします。 
  〇２月１９日（金）  ３年バス遠足⇒中止  
  〇２月２２日（月）  学区小学６年生の中学校訪問・部活動体験⇒中止  

〇２月２４日（水）  ３年スキー教室⇒延期  ３月９日（火）へ  
 
 

 
〇第７３回  入学式  のお知らせ  

 令和３年４月７日（水）  １３：25 より開式  本校体育館にて  

 ＊感染予防のため、保護者の１名の参観とし、来賓のご出席を控えていただいての
実施となります。また、できるだけ時間短縮となるよう工夫をいたしますので、
ご承知おきください。  

  


