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気づく力と先を読む力 

校長  木村  達洋 
 

毎日電車・バス通勤をしていると様々な出来事に出くわします。

「スマホを見ながら歩いている人と白杖を使いながら歩いてい

る目の不自由な方が点字ブロック上でぶつかる」「急いでいるの

か電車の扉が開くとすぐにホームや階段を走り他の客とぶつか

りそうになる」…。大人でも案外当人は「迷惑をかけているか

も？」「他の人にケガをさせるかも？」ということに気がついて

いないかもしれません。自分の考えや都合を優先することが第一

になってしまっているかもしれません。この「気づき」が無いま

ま繰り返していると、大きなトラブルや事故につながる可能性も考えられます。  

学校生活でも同じではないでしょうか。「こんなことをしたら相手がケガするかも？」

「こんなことを言ったら相手が傷つくかも？」との「気づく力」や「先を読む力」が必要

なのだと思います。この力を持っておくと、いろんな人とのコミュニケーションが円滑に

進むのではないかと考えます。  

「人は誰しも自分のことをわかって欲しい」と考えるものです。だからこそ、自分のこ

とも相手のことも理解し、分かり合う気持ちが無いと集団の関係性は上手く回りません。

よく「思いやりの心を育てる」と言われることが多いですが、そのスタートが「気づく力」

と「先を読む力」を育てることではないかと感じています。  

文部科学省より平成２９年７月に発出されている「中学校学習指導要領解説  特別の教科  

道徳」の道徳科の内容の章に次のように記載があります。  

「中学校ではまず、自己の気高さに気付かせ、何が正しく、何が誤りであるかを自ら判

断して望ましい行動をとれるようにすることが大切である」とあります。これからも、学

校においてあらゆる場面での「気づき」を大切に指導していきたいと考えております。  

是非とも保護者・地域の皆様にも、同じ方向性でご支援をいただけますよう、ご協力お

願いいたします。  

横浜市立鶴ケ峯中学校  

学校だより  No. 218 

令和３年７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）  

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tsurugamine/


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。  
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、昨年度からは減額されていますが、今年度も特別予算として「コ
ロナ感染症予防対策予算」が配当されております。消毒薬、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

２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 配当予算額 流用予定額 計画予算額 主な執行内容 前年度執行額

報償費 280,000 ▲ 250,000 30,000 教育活動協力に対する謝礼、見舞金 27,273

消耗品費 8,702,000 1,100,000 9,802,000 用紙、印刷機インク、コピー、教科・管理消耗品 10,423,186

食糧費 50,000 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 ▲ 120,000 18,000 校名入り封筒印刷 30,910

修繕料 156,000 100,000 256,000 楽器修理、備品修理 299,475

通信運搬費 123,000 100,000 223,000 切手、進路関係書類郵送代、行事出席生徒交通費 226,891

手数料 100,000 120,000 220,000 図書装備、ピアノ調律、クリーニング代 210,914

委託料 137,000 250,000 387,000 大型ごみ処理、シュレッダー処理 400,400

使用料及び賃借料 1,134,300 ▲ 850,000 284,300 生徒搬送タクシー代、モップレンタル代 271,830

学用器具費 2,600,000 ▲ 600,000 2,000,000 楽器、運動用具、OA機器 2,328,546

図書費 1,212,000 ▲ 400,000 812,000 学校図書館の本の整備 833,091

負担金等 24,000 50,000 74,000 各種競技大会団体参加料 71,600

施設小破修繕料 824,416 500,000 1,324,416 ガラス修繕、各教室扉修繕、消防設備修繕 1,378,740

施設手数料 30,000 0 30,000 執行予定なし 173,800

校地小破修繕料 87,215 0 87,215 執行予定なし 0

15,597,931 0 15,597,931 16,676,656

事業名 予算費目 配当予算額 流用予定額 計画予算額 主な執行内容 前年度執行額

報償費（学校巡回員） 200,000 200,000 学校巡回員報酬 184,000

燃料費 171,000 171,000 ストーブ用白灯油、プロパンガス 91,639

371,000 0 371,000 275,639

事業名 予算費目 配当予算額 流用予定額 計画予算額 主な執行内容 前年度執行額

教職員旅費（非常勤） 4,000 0 4,000 非常勤講師出張旅費 440

教職員旅費 1,861,000 0 1,861,000 教職員出張旅費 425,279

手数料（企画料） 53,000 15,000 68,000 出張旅費企画料 63,089

タクシー借り上げ料 15,000 ▲ 15,000 0 執行予定なし 0

1,933,000 0 1,933,000 488,808

事業名 予算費目 配当予算額 流用予定額 計画予算額 主な執行内容 前年度執行額

消耗品費 400,000 320,000 720,000 消毒液、使い捨て手袋 1,162,416

修繕費 240,000 ▲ 240,000 0 執行予定なし 0

通信運搬費 240,000 ▲ 240,000 0 執行予定なし 0

委託料 240,000 ▲ 240,000 0 執行予定なし 1,778,700

使用料及び賃借料 240,000 ▲ 240,000 0 執行予定なし 0

学用器具費 240,000 640,000 880,000 除菌機、エアコン 958,738

1,600,000 0 1,600,000 3,899,854

感染症対策費

合　計

合　計

令和３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



３年校外学習  ～ズーラシア 

 
 ６月２１日（月）にズーラシアに
て３年校外学習を行いました。もし
もに備えて予備日も設定しました
が、天気に恵まれ、楽しいひと時を
過ごすことができました。  

「校外での班活動を通して、他者と協働
しながら、自身の資質・能力を発揮して
主体的に取り組む態度を育む」との目的
で、当日は現地集合し、班行動でウォー
クラリーや写真コンテスト、俳句の課題
に取り組みながら実施をしました。  
５月に予定していた修学旅行が残

念ながら中止となってしまい、その
代替として急な企画ではありました
が、無事に実施できて良かったと感
じております。  
この学年にとっては、１年生の時

の足柄以来の校外学習でしたが、少
しでも仲間との絆を深めることが

できたのではないかと思いま
す。  
課題が見られる点もあった

ようですので、今後の学校生
活へ向けて良い方法へ活かし
て欲しいと思います。  

 

 

感染症予防を考慮したこれからの学校運営について  
 
ご承知の通り、神奈川県においては  ７月１１日（日）まで、まん延防止等重点措置が再

延長となり、未だに通常通りの学校運営ができない状況にあります。今後も感染状況を見
据えながら学校行事を含めた様々な取組について判断をしてまいります。ワクチン接種が
進み、感染状況が改善することも願いつつ、今この時だけの中学校生活を送る生徒たちに
とって、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
職員で検討を重ねております。今後の学校行事等について、９月実施の体育祭の検討状況
を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、生徒はもちろん、同居家族で PCR 検査等を受けることになる場合は、至急学校

へご連絡ください。その場合は、感染拡大防止のため生徒の登校を控えていただくよう、
くれぐれもお願い申しあげます。  

 

『体育祭』 
 予定通り９月２８日（火）に実施する方向で準備をしております。昨年
度は種目の削除や変更・時間短縮を行い、「陸上競技種目中心」で実施をし
ましたが、生徒や教職員の反省をもとに、生徒にとって参加しやすいグル
ープ種目（二人三脚、ムカデ競争、大縄跳び）を設定しております。もち
ろん、手袋をするなどのできる範囲での感染予防を考えて実施します。  
また、来賓及び敬老の招待は行いません。保護者の見学については、未

だ検討中です。  
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縮小や中止を検

討する場合もありますことをご承知おきください。  



＜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。  

７月１２～１６日（月～金）   保護者面談  
  １９日（月）        大掃除  
  ２０日（火）        １学期終業式  
７月２１日（水）～８月２６日（木）  夏季休業  

【８月６日（金）～８月１５日（日）学校閉庁日】  
８月２７日（金）        ２学期始業式  
  ２７日（月）３０日（月）  教育相談  
  ３１日（火）       総合防災訓練（雨天時 9/1 延期）、旭区子ども会議  

９月  １日（水）        PTA 役員会・実行委員会  
  １６日（木）１７日（木）  ２学期中間テスト  
  ２２日（水）        体育祭予行  
  ２８日（火）        第７１回体育祭  

 ☆今年度の卒業式は 令和４年３月９日（水）に決まりました。 
  詳細は時期が近づきましたらご案内をいたします。  

 

 
 〇オリンピック学校観戦チケットのキャンセルについて  

  令和元年５月に、当時の１，２年生の生徒・保護者へオリンピックの観戦希望につ
いてアンケート調査を行い、その希望人数に基づき横浜市へ申込を行いました。結果、
本校は令和２年７月２６日（日）のサッカー観戦のチケットを生徒分８０枚、教員・
保護者引率者分２０枚の計１００枚保有することとなりましたが、感染症の関係によ
り延期となり、チケットについてもそのまま持ち越しとなっていました。  
３月になり保有している観戦チケットについては、令和３年７月２５日（日）にお

いて観戦可能であるとの連絡がありましたが、このところのまん延防止等重点措置の
発令延長や公共交通機関を利用しての夜間における観戦であること、未だにオリンピ
ック観戦においての感染予防体制について具体的な対策内容がわからないことから、
不安要素がとても多く、子どもたちの安全や安心を確保できないと判断し、本校とし
ては保有している観戦チケットを６月１５日付けでキャンセルしました。  
観戦を楽しみにしていた生徒の皆さんには、大変申し訳ありませんが、ご理解いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。  
〇夏休みの学校閉庁日について  
  今年度は８月６日（金）～１５日（日）の期間を学校閉庁日とさせていただきます。
生徒と職員が心身を休ませる環境を整えるために設定しております。今年度は、横浜
市教育委員会からの指示により学校閉庁日の部活動は実施しません。但し、大会等の
関係で一部の部活動は生徒・保護者への了解のもとで実施をする場合があります。  

  この期間は教職員が不在となるため、留守番電話対応となります。  
この期間の学校へのお問い合わせは控えていただき、緊急の場合は、西部学校教育

事務所  ℡３３６－３７４３【平日８：３０～１７：１５のみ対応】にご連絡くださ
い。ご協力の程、よろしくお願い致します。  

 〇サマースクールについて  
   夏季休業期間中にサマースクールを実施いたします。基礎学力の定着を目的とし、

７月の面談にて対象の生徒には申込書を配付させていただいております。教科の復習
に時間を割くことができる良い機会になりますので、参加いただきますようよろしく
お願いいたします。  

   なお、サマースクールにつきましては、その目的から全生徒参加対象ではなく、教
科担当から参加を勧められた生徒のみが対象となりますのでご了解ください。  

 〇児童生徒等に向けた自殺予防に係る文部科学大臣のメッセージについて  
   文部科学大臣より、不安や悩みを抱える全国の児童生徒や学生、保護者や教職員等

へ向けた自殺予防に係るメッセージが掲載されました。別紙にて添付しますので、ご
確認ください。特に夏休み明けにおいては、生徒の様子をしっかりと把握することが
重要となります。何か気になる点があれば、学校や相談機関へご連絡ください。  


