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「話してくれてありがとう」の気持ちで 

校長  木村  達洋 
 

３９日間の夏休みが終わり、８月２９日から学校に子ども

たちの登校が始まりました。いつも感じますが、終わってみ

ると短く感じてしまうのはなぜでしょうか。  

さて、夏休み明けは、一年の中でも子どもたちの様子をし

っかりと観察することが大事な時期の一つです。家庭での生

活から学校での生活に戻る時期で、子どもによっては生活の変化に対応できない場合があ

ります。そのために、学校では２学期の開始すぐの８月２９日と３０日の午後を「教育相

談」として、各担任等が子どもとの面談の時間に充てています。  

しかし、学校の先生にも相談できないような悩みを抱えている場合も考えられます。気

になる様子がみられたら「どうした？」「何かあった？」と声を掛けてあげてください。

子どもによっては話したくない様子が見られる場合もありますが、問い詰めたりせずに「困

っていることがあったら話してね」「いつでも話を聞くよ」と答えてあげてください。  

また、何かのきっかけで話ができることもあります。子どもの不安な気持ちは人それぞ

れです。ダメ出しや批判、他者の否定など良し悪しの言葉ではなく、まずは「そうなんだ

ね。困っているんだね」と共感してあげてください。  

学校にもできれば早めにご連絡してください。解決へ向けて一緒に考えていきたいと思

います。  

まずは、子どもたちの心の状況を把握することが第一です。そのことに気づき、関係し

ている周りの大人が一緒に共感し、配慮していくことが安心感につながり、危機的な状況

を回避することができます。「話しても無駄」「誰も助けてくれない」「自分さえ我慢す

れば」と一人で悩み続けることがさらに状況を悪化させてしまいます。  

学校も保護者も地域も、子どもたちの様子をつかみ、相談できる雰囲気を高めることが

解決の一歩になると思います。  

「話をしてくれてありがとう」  このスタンスを忘れずに子どもたちの成長を真剣に見

守りたいと感じています。今後ともどうぞよろしくお願いします。  

 

横浜市立鶴ケ峯中学校  

学校だより  No. 230 

令和４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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令和４年度 部活動 夏の活動報告   
野球       2022.7 横浜市中学校総合体育大会  出場  
         2022.7 旭区大会  出場  

陸上競技    2022.7 通信陸上神奈川県大会  
女子１年 100m 出場 坂井葉瑠  

         2022.8 旭区大会  
             個人種目複数入賞  

  男子総合４位   女子総合４位   男女総合４位  

サッカー    2022.6 横浜市中学校総合体育大会  出場  

ソフトテニス  2022.7   横浜市中学校総合体育大会男子個人戦出場  
           山口琥太郎・西島嘉人ペア、堀内龍斗・木村優雅ペア  

ソフトボール  2022.7 横浜市中学校総合体育大会  ５位  
       2022.7  神奈川県中学校総合体育大会  出場  

              
女子バレー  2022.6 旭区大会出場   

2022.7 横浜市総合体育大会出場  
男子バレー  2022.7 横浜市中学校総合体育大会  出場  
             
女子ﾊﾞｽｹｯﾄ     2022.7  横浜市総合体育大会西部ブロック大会 優勝  
       2022.7 横浜市総合体育大会  優勝  
     2022.7 神奈川県総合体育大会  準優勝  
       2022.7 関東大会 ２回戦出場 ベスト１６進出  

男子ﾊﾞｽｹｯﾄ  2021.7 横浜市総合体育大会西部ブロック大会  ベスト８  
         
女子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ  2022.6 旭区大会  個人戦 準優勝  小市英恵  

市大会・ブロック大会  出場 滝澤七聖・齋藤音海・川口紗季・
藤田来望・佐藤珠々・田渕未姫・藤野花凛・小市英恵  

        2022.7  横浜市総合体育大会  個人戦 ベスト１６  小市英恵  
       2022.7 全日本ジュニアバドミントン選手権大会横浜市予選  個人戦  

   ベスト３２  小市英恵  
 
男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ  2022.6 旭区大会  個人戦 シングルス準優勝 滝沢 健太  
                      ダブルス  ３位  清水 陽人・武市  千里  

2022.6 横浜市総合体育大会ブロック大会  出場  
                  滝沢 健太、秋岡  瑛介、石毛  煌葉、海老沢  岬、  

齋藤 翔生、斉藤  大、清水  陽人、武市 千里  
 
剣道      2022.6 旭区大会  女子団体戦 準優勝  

2022.6 ブロック大会  女子団体 ４位  
2022.7 横浜市総合体育大会  女子団体戦 出場  
2022.7 神奈川県総合体育大会 女子団体出場  
          城田由美子・源間歩実・岡安奏奈・中田紗・  

大町静玖・前田彩香  

柔道      2022.6  横浜市総合体育大会 個人戦  
                         女子３位 石井かのこ  
       2022.7  横浜市総合体育大会 団体戦  
                 女子５位  

前田悠香・鶴田愛美・丸田真央・宇田圓・石井かのこ  
2022.7  神奈川県総合体育大会 個人戦・団体戦  

               女子個人５位  石井かのこ  
               女子団体５位 鶴田愛美・丸田真央・宇田圓・石井かのこ  
               関東大会代表決定戦・敗退  

科学         日々の活動に励んでいます     

吹奏楽      2022.7 吹奏楽コンクール横浜支部大会  A 編成の部 銀賞  

美術   日々の活動に励んでいます     

茶道   日々、お点前のお稽古に励みました  
2022.5.22  第 35 回あさひ茶花道協会 いけ花展・お茶会参加  

☆部活動はありませんが、次の種目の大会に出場し活躍した生徒も紹介します。  
 〇卓   球：2022.7  区大会  女子個人戦  ５位  

市総体  女子個人  １６位 県大会出場 三浦  稟々  
 〇新体操：2022.7  市総体  個人の部（総合）出場  宮﨑  優芽、田中  明美  



募金にご協力いただきました皆様へ  
鶴ケ峯中学校部活動支援会  

会  長   人 見  貞 夫 

事 務 局   安 田  慎 司 

（鶴ケ峯中学校 副校長） 
部活動支援金について ― ご報告と御礼  

 

 盛夏の候、保護者のみなさまにおかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げ

ます。また、この度は、「鶴ケ峯中学校部活動支援会」の趣旨にご賛同いただき、多大な

寄付を頂き、誠にありがとうございました。 

 今回お預かりしたご寄付の総額は、８月１日現在  123,000 円（2４7 口）となります。おかげ

さまで、このコロナ禍でも感染症対策を十分に講じながら、生徒のみなさんは部活動に打

ち込むことができており、県大会出場を決めている部もあると聞いております。顧問の先生

方には、今後も部内での感染拡大が無いよう、感染拡大防止にご留意いただき、部活動

のご指導をお願いしたいと思っております。部活用具の使いまわしや「密」を防ぐための新

たな練習内容等が生じ、それに係る消耗品等が必要になることも予想できます。場合によ

っては、費用の一部に支援費を充当させていただくこともご承知おきください。 

 支援金のご寄付については、今後も募らせていただく予定です。ご用意していたのに個

人面談当日にご失念されたとの旨を数件伺っておりますので、12 月の個人面談に併せて

お預かりしようと考えております。よろしくお願いいたします。  

 

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、神奈川県においてもコロナ感染症の第７波が到来し、７月中旬から急激

に感染者数が増加し、未だ高止まりの状況となっております。  
そのような状況の中ですが、社会活動を止めることなく、感染予防を徹底しながらの日

常生活が今、求められております。  
本校においても、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、

基本は実施の方向で検討をしながらも、感染予防対策を講じた実施が必要となります。  
そのため、予防と安全対策を考えた様々な制限をしながらの学校行事の実施となります。 
現段階における今後の学校行事等について、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。  
但し、今後の状況によっては、変更する場合もありますので、ご承知おきください。  
 

『鶴中祭』 
予定通り１０月２０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、制限をかけて実施をします。  
具体的には、合唱コンクールは自由曲１曲の発表とし、体育館に全学年が入場せずに、

学年毎の発表とします。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。当日の発表時にも、
生徒全員がマスクを着用したうえで合唱をします。  
保護者の見学については、ご自身のお子さんの合唱発表時間のみ体育館への入場を可と

する予定です。事前の申込制とし、生徒一人あたり保護者１名を原則とします。  
 

『１０月土曜参観』⇒予定通り実施  授業参観週間も実施  
１０月８日（土）に予定をしている土曜参観日は、予定通り実施します。授業後に学級

懇談会を実施します。詳細については、後日、改めてご連絡させていただきます。それに
伴い、１０月１１日（火）は代休となりますのでご承知おきください。  
また、土曜参観当日における人数の集中を避けるため、１０月３日（月）～８日（土）

の期間を授業参観週間とします。4 日（火）から 20 日までは、鶴中祭展示の部も開催し、



4 号棟図書館前廊下に生徒の作品を展示します。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。  

☆保護者の方へのお願い  
 新型コロナウイルスの感染については、重症化は低いけれども感染力が強い傾向にあり、
感染の拡大が急激に起こる傾向があります。  
ご家庭でも、これまで通り健康観察をしていただくとともに、お子さんやご家族、同居

の方が、新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがあり、PCR 等の検査を受ける場合には、
検査結果が判明するまでの間、お子様の登校を控えていただきますようお願いいたします。 
お子さんに体調不良（咳、喉の痛み、頭痛、発熱、下痢、嘔吐、倦怠感等）がみられる

場合は、かかりつけの医療機関又は横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター  
045－550-5530 にご相談のうえ、受診されることをおすすめします。  
 また、学校関係者の感染が分かった場合は、横浜市教育委員会へ報告することとなって
おります。学校へ電話にて早めにお知らせください。感染者数の状況によっては、横浜市
教育委員会の指示により、学級閉鎖等を実施する場合もありますので、ご承知おきくださ
い。  
ご不明な点がございましたら、学校まで（電話  ９５１－２３２７）ご連絡ください。  

  

＜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。  

９月  １日（水）         PTA 役員会・実行委員会  
１５日（木）１６日（金）   2 学期中間試験  

   ２８日（水）         鶴中祭週間開始  
   ２９日（木）         交通安全教室【雨天時１０月４日（火）】  
   ３０日（金）         3 年英語検定実施  
１０月  ３日（月）～８日（土）   授業参観週間  
    ４日（火）より       鶴中祭  展示発表開始  
    ６日（木）         PTA 役員会・実行委員会  
    ８日（土）         休日授業参観  学級懇談会  第３回学校運営協議会  
   １１日（火）         代休  

１３日（木）         個別支援学級  市合同体育祭  
   ２０日（木）         第５０回鶴中祭  

 
 〇カウンセラーさんが来校される日（年内予定日  火曜日）  
  ９月６日、１３日、２７日、１０月４日、１８日、２５日、１１月１日、１５日、  

２２日、２９日  １２月６日、１３日、２０日  です  
 相談をご希望の方は、学校もしくは相談室（℡  ９５１－２５１７火曜日のみ）まで、

ご連絡ください。  
 
〇必要対象生徒へ向けての「授業ライブ配信」の試行開始について  

   本校では遅ればせながら、９月５日より必要対象生徒へ向けて、授業をライブ配信す
ることで、事情があって登校できない生徒へ向けて学びの保障をしたいと考えておりま
す。  

   該当する生徒において、授業のライブ配信を希望する場合は、生徒及び保護者の方よ
り、まずは担任に申し出ていただき、その後の対応を確認することになっております。
希望がある場合は、まずお知らせください。  

  生徒一人ひとりに配当している Chromebook 端末については、原則、校内での利用
としておりますが、事情を確認したうえで、該当する生徒の自宅へ貸し出すことが可能
です。その場合は手続きを要しますので重ねてお知らせください。もちろん、ご自宅の
パソコン、 ICT 機器等を利用していただいても構いません。  
また、配信方法は、各自の Google アカウントでログインし、Google classroom か

ら Google meet に接続し視聴することになります。  
ライブ配信する学級については、配信日までに機材を準備し、配信について当該学級

の生徒にお知らせします。準備の関係で、すぐに対応できない場合がありますのでご承
知おきください。  
初めての取組となり、今年度は試行期間として実施いたしますので、何か気になる点

がありましたらお知らせください。ご協力の程、どうぞよろしくお願いします。   


