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新しい形の生徒総会から見えたこと
毎年行われている生徒総会ですが、今年度は新しい試みに挑戦しました。
例年は、体育館に全校生徒が集合し、生徒会本部や各委員会からの活動計
画提案、質疑応答、採決が行われます。今年度は新型コロナウイルス感染症
の対策として、各教室で参加する形をとりました。
そこで活用したのが今年度、国の「GIGA スクール構想」に基づいて一人
端末に入力

一台配当された端末です。

テレビ放送で提案が行われ、それに対する質疑や採決については端末のチャット機能を使いました。
各教室では、中央委員の生徒が学級から出た質問や採決への賛否結果を端末に入力して送信。それがリ
アルタイムで議長団の端末に届けられました。議長団が質問を代読し、委員長など代表者が回答しまし
た。採決も、学級毎の賛否を議長団が確認し、結果をテレビ放送で報告しました。
活発な質疑応答と、スムーズに採決
結果の集計が行われ、新しい形での生
徒総会が実施できました。
この方法については、説明の伝わり
やすさ、質疑のやり取りを可能とする
各教室の様子

こと、採決の正確な集計が行えること
など、生徒総会に求められる要件を満

たすことができるのかということを検討しました。従来の形である体育館に一堂に会していれば、当た
り前のように満たしていたことでも、テレビ放送と端末利用を併用する形で満たすことができるのか、
端末操作方法の確認も含め、事前の検討や試行を重ねました。
この取組を通じて見えてきたことが二つあります。一つ目は、意義や価値の再発見です。コロナ禍に
おいて従前のやり方を見直すことになり、その中で、変えるべきところと変えないところを検討しまし
た。それを通じて、改めて教育的な意義や価値、何を大切にするべきなのかなどといったことを再発見
することができました。二つ目は、新しいことに挑戦する機会です。変化が求められる状況において、
従前のやり方、考え方だけでなく、新しい方法を取り入れて問題解決を図ることへのよい機会となって
います。
依然、新型コロナウイルス感染症は新たな変異株への置き換わりも指摘され、感染拡大への懸念も多
く示されています。本校の教育活動においても、横浜市教育委員会から示されているガイドラインに則
って、検討を重ねながら進めているところです。どのようにすれば実現できるのか、内容や方法などを
見直し、創意工夫を重ねながら、今後も教育活動を進めていきたいと思います。 （副校長 中野直茂）

学校ホームページ 随時更新中！「学校日記」のコーナー

６月は 17 本の記事を掲載

「東鴨居中学校」で検索
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/higashikamoi/

～学校の様子を紹介します～

２年

平和学習

東鴨居中学校の教育活動の特色の一つである「平和教育」において、２
年の授業に講師の青木様を招いて、横浜大空襲に関する学習を行いました。
青木様には毎年東鴨居中学校で２年生に向けてご講演いただいています。
１９４５年５月の横浜大空襲についてはご自身の体験に基づいたお話を
していただき、また、当時の子どもたちはどのような生活をしていたのか、
食事や学校生活なども具体的に紹介してくださいました。生徒にとって時間の隔たりの大きな出来事で
すが、青木様のお話によって平和について一人ひとりが深く考えることができました。
（お話を伺って 感想）
２年４組女子
当時中学校は５年制で学校の授業などで子どもに銃の使い方を教えていたことに驚きま
した。そして、国のために子どもが働きに出ていたことを知りました。勉強が十分にできる
ありがたさをあらためて感じました。戦争でたくさんの苦しみを味わった人がたくさんい
ることを知って、戦争はするべきでないと思うし、争いのない世界に私たちが変えていかな
ければならないと思いました。

ヒガカモ

部活動も頑張っています！

部活動

活動の様子

演劇

横浜市北部中学校演劇発表会７/29（木）出演予定

剣道

緑区中学校剣道大会 男子団体優勝 女子団体準優勝
横浜第４ブロック剣道大会

女子個人 準優勝（佐藤さくら）

神奈川県中学校選抜剣道大会 男子団体出場
女子個人出場（佐藤さくら）
サッカー

市大会地区大会 3 回戦進出

吹奏楽

横浜吹奏楽コンクール 7/27（火）出演予定

バスケットボール

男子 ブロック大会出場
女子 ブロック大会３回戦進出

バドミントン

男子 緑区大会ダブルス優勝

市総体団体ベスト 32

女子 緑区大会ダブルス 3 位
男子バレーボール

市大会 7/18（日）出場予定 勝てばベスト１６で県大会出場

女子バレーボール

市大会 3 回戦進出 7/18（日）出場予定 6 月緑区大会優勝

美術

令和３年度横浜市立総合文化祭開催ポスターコンクール 佳作４名

野球

市大会 2・3 回戦コールド勝ち 4 回戦 7/17（土）出場予定

陸上競技

緑区大会 8/4（水）出場予定 市大会 9/11～12 出場予定
市大会駅伝 10/9（土）出場予定

～お知らせとお願い～

勤務時間外における留守番電話対応開始のお知らせ
横浜市では、子どもたちによりよい教育を提供するために、
「教職員の働き方改革」を施策として進め
ています。その具体的な取組の一つとして、教職員の時間外勤務を減らすために、勤務時間外における
留守番電話の導入が全市立学校で進められています。本校でも導入させていただきたいと思いますので、
皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
【平日】
・部活動完全下校時刻の 1 時間後をめどに、留守番電話

月

に切り替えます。

部活動完全下校時刻

部活動後留守番電話
開始時刻

・部活動が無い日は 18:00 に切り替えます。

12 月

16：50

17：50

・部活動終了１時間後より前であっても、最後の教職員

1・2・11 月

17：15

18：15

10 月

17：30

18：30

3月

17：45

18：45

4～9 月

18：00

19：00

が退出する際に留守番電話に切り替えます。
（教職員の勤務時間は 8:30 から 17:00 までです）
・朝は 7:15 以降に留守番電話を解除します。
・留守番電話切り替え中は、教職員がいる場合でも電話
対応をいたしませんのでご容赦ください。
（時間外勤務を減らすための取組であることをご理解ください）
【休日】
・終日、留守番電話に切り替えます。

※緊急の事件、事故発生時は、警察・消防にご連絡ください。関係機関より教育委員会経由で校
長に連絡が入ります。

留守番電話対応開始日

７月２０日（火）

夏季休業中の学校閉庁日について
令和３年８月１０日（火）～１６日（月）まで、学校は閉庁期間となります。この期間、職員は学校
に不在になります。緊急な事態や生徒が新型コロナウイルス感染症の陽性判明の場合は、平日 8:30～
17:15 横浜市教育委員会

北部学校教育事務所（９４４－５９７８）へご連絡ください。

閉庁期間以外の平日 8：30～17：00 は学校に当番の職員が勤務しています。

新型コロナウイルス感染症について
夏季休業中に生徒本人が感染の疑いから PCR 検査を受検したり濃厚接触者となったりした場合は、
学校までご連絡ください。また、毎日の健康観察と感染予防にご協力をお願いいたします。

夏季休業中の体育館棟照明交換工事のお知らせ
体育館棟照明の LED 化工事が行われます。プール側門は工事で使用するために一般の出入りを禁止
します。また、8 月２日～26 日、体育館で活動する部は鴨居小学校・東本郷小学校の体育館を借用し
て活動する場合があります。各部の練習計画をご確認ください。

7 月後半～9 月の主な予定
主な予定

７月
大掃除 5 時間授業
1９

月

横浜こども会議（代表生徒参加）
学び場（15:00～17:00）

２０

火

夏休み前最終授業日
全校集会 午前授業
夏季休業～8/26

２１

水

体育館棟照明 LED 化工事開始～8/26
プール門出入り禁止～8/26

８月

主な予定

１

日

工事に伴い体育館棟出入り禁止～8/26

１０

火

学校閉庁日～8/16

２６

木

夏季休業最終日

２７

金

３０

月

5 時間授業 教育相談

３１

火

5 時間授業 教育相談

朝会

午前授業

教育相談

主な予定

９月
１

水

常任委員会 体操着販売

２

木

学習相談

３

金

4 時間授業

４

土

学び場（10:00～12:00）

６

月

７

火

第 2 回テスト①（音楽、技家、美術） 午前授業

８

水

第 2 回テスト②（社会、数学、英語） 午前授業

９

木

第 2 回テスト③（理科、国語、保体） 午前授業

１０

金

中央委員会

１４

火

3 年結団式（3 年 4 時間授業）

１５

水

3 年修学旅行～9/17

１６

木

1 年福祉体験

２１

火

3 年解団式

２４

金

学び場（16:00～17:30）

２７

月

生徒朝会

２８

火

学び場（16:00～17:30）

２９

水

常任委員会

３０

木

4 校時終了後下校 一部学級は 5 時間授業（区教科研究会のため）

学習相談
学び場（16:00～17:30）

予定は変更になる場合があります。

