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令和３年１１月１２日

１０月３１日から１１月１２日まで、世界が注目した会議として「ＣＯＰ２６」が開催されました。世界中の
国々が地球温暖化対策にどこまで具体的に目標を定め、
実効性のある取組を決められるかが注目されていました。
この会議の成否は様々な捉え方がありますが、私がこの会議に関わる報道で最も印象的だったのは、世界中の
若者たちが連携し、一層の対策を求めて声を上げている姿でした。
会議の開かれたイギリスへ、
温暖化への影響が少ない移動手段として鉄道を利用して集まった若者たち。
また、
世界中の様々な国から集まった若者たちが手を取り合って自分たちの意見を集会で述べる姿。
そして、
日本でも、
各地で声を上げる若者たちがオンラインで同じ時間を共有し、連帯して集会を開く姿がありました。
中には、中学生の年齢にあたる若者の姿もありました。中学生のこの時期は、大人に向かって体も心も大きく
成長する時期です。そして、身の回りから視野を広げ、多角的、多面的に物事をとらえたり考えたりする力を育
む時期でもあります。本校の生徒たちの中にも、今回の「ＣＯＰ２６」の話題に関心をもったり、考えを深めた
りした子たちがいることと思います。
本校では、テーマは環境問題とは異なりますが、保健委員会からの呼びかけで、コロナ禍の中で頑張ってくだ
さっている医療従事者の方々へ感謝の気持ちを伝える活動に取り組んでいます。一人ひとりが感謝のメッセージ
を書き、それを集め、医療従事者の方々へ届ける予定です。この取組を通して、生徒一人ひとりが現状を知った
り、自分たちの暮らしや命を守るために働いている人たちがいることに改めて気付いたりしています。こうした
気付きと行動に移す経験が、子どもたちの成長に必要なことなのではないでしょうか。
世の中で起きていること、知恵を出し合い協力し合って解決していく必要があることに関心をもち、考え、行
動していく。未来を創っていくのは自分たちだという意識を育んでいくことに、学校・家庭・地域はそれぞれど
のような役割を果たすことができるのか。子どもたちと周りの大人たちも一緒に考えて行動していくことが大切
だと感じました。

健康観察・出欠席等連絡のロイロノート送信の変更について

（副校長

中野 直茂）

18 日（木）より

８月の臨時休業から健康観察・出欠席等連絡にロイロノートによる回答送信をお願いしてきました。
これまで、
保護者の皆様には多大なるご協力をいただき誠にありがとうございました。
感染状況が落ち着いていることから、この対応について見直し、第 3 回テスト後１１月１８日（木）より、
次のように変更いたします。

【変更】
★全生徒を対象とした、毎朝のロイロノートへの体温・健康状態回答を中止。
★毎朝検温して健康観察票に家庭で記入。登校時、担任に観察票を見せる。

【継続】
★欠席・遅刻・早退の連絡はロイロノートへの回答送信(8:15 まで)を継続。送信できない場合は電話連絡も可。
上記のように変更いたしますが、今後の感染状況によっては再度対応を変更させていただくことがあります。
また、臨時休業や学級閉鎖などの場合には、ロイロノートへの対象者全員の健康状態回答をお願いすることも
ありますので、ご承知おきください。

～行事の様子から～
２年生 遠足（自然教室）10 月 14 日
日帰りでの実施となりましたが、当初から計画して
いた富士山周辺へ。樹海ハイキングで大自然にふれ、
牧場体験では命のあたたかさ大切さを学びました。

生徒の感想
普段では味わうことのできない自然に触れ、命や食への感謝を知り、みんなが楽しめた遠足だった。協力、命、食、
自然、すべて生きていく中で生かしていきたい。
３年生 学年行事ハロウィンパーティー 11 月 1 日
文化祭・歌声の各実行委員が中心となり、企画運営し
ました。演劇部、吹奏楽部の発表、謎解きゲームなど、
文化祭的な要素、実行委員による演出、サプライズの教
員バンドもあり、思い出に残る行事になりました。

ハロウィンの飾りは、美術部、ＰＴＡ学年委員の皆さんたちが作り、飾り付けしてくれました。
歌声活動実行委員長 竹内 優佳
私は今回のハロウィンパーティーを通して改めてこの学年で良かったと思うことができました。世間では新型コロナウイ
ルスの影響で行事ができず、今の学生はかわいそうだと言われています。しかし今回のハロウィンパーティーはコロナ
が流行する前であれば絶対にできなかった行事です。時間や条件が限られる中、ルールにのっとり全力で楽しむこと
ができた「学年最後の行事」は様々な形で私たちの心に残り続けます。

部活動の記録

大会出場や日々の活動など、それぞれの部活動で頑張っています。

緑区新人戦大会出場
部員 14 名で活動しています。部活動が再開してからも思うような練習はでき

野 球

ていませんが、家で自主練に取り組んだりして、日々努力しています。１１月の大
会は初戦で敗退しました。強いチームがいる区なので、次の大会に向けて、チーム
が一つになり、頑張っていきます。

サッカー

緑区中学校サッカー新人戦大会兼第 14 回工藤杯
決勝トーナメント進出（11/23 準決勝予定）
市総体陸上競技の部 9/11～12（三ツ沢公園陸上競技場）男子８名女子６名出場

陸上競技

同 駅伝の部 10/9（海の公園）男子 54 位 女子 68 位
市秋季大会 10/30（三ツ沢公園）男子 11 名 女子 10 名出場

バスケットボール
男子バレーボール
女子バレーボール
バドミントン
剣 道

男女とも、横浜市中学校バスケットボール新人大会 北部ブロック大会出場
緑区・磯子区合同区大会出場
横浜市大会出場 市ベスト 16
秋季緑区大会優勝 市大会出場予定
男子団体、市大会出場
男女とも、11/28 の区大会に向けて一生懸命練習しています。
感染対策を徹底した上で、短時間集中で稽古に励んでいます。新人戦は 11 月
28 日から始まります。チームで力を合わせ、上位進出を目指します。
３年生は学年行事内で演奏を行いました。この演奏会で３年生は仮引退を迎え、

吹奏楽

１・２年生新体制での活動が始まりました。
３月 定期演奏会開催予定
第 75 回横浜市北部中学校演劇発表会 7/29
作品名「グッドバイ・マイ…」 優秀賞
３年学年行事で３年生演劇部＋村田先生＋有志のボランティアスタッフによ

演 劇

る、「天使の輪」という作品を上演しました。短い期間で練習を重ね、当日は楽し
い劇を発表することができました。ありがとうございました。
第 30 回横浜市ジュニア演劇コンテスト出場予定 12/27・28
作品名「月の裏側」

作者 ２年

雪丸 真仁

入賞者紹介
・令和３年度神奈川県歯の衛生に関するポスター展
佳作

２年

白橋 蒼

・第 49 回絵画コンクール 我ら海の子展
佳作

美 術

２年

菅野 颯哉

・令和３年度第 50 回文化財保護ポスターコンクール
入賞

３年

安田 風慧

・令和３年度横浜３R 夢ポスターコンクール
３R アピール賞

２年

植田 彩咲

３R アイディア賞 ２年

菊地 絢千

・令和３年度横浜市統一行動啓発ポスター
緑区代表

２年

白橋 蒼

菊地 絢千

河合 奏音

～お知らせとお願い～
特別時程 7 時間授業の終了と通常時程再開について
８月の臨時休業や９月の分散登校による影響から、１授業４０分間の７時間授業を実施してまいりまし
たが、５０分間の通常授業に戻すことにいたしました。

１１月２２日（月）から通常時程再開といたしますので、ご承知おきください。

１２月個人面談について
１２月に個人面談を実施します。
日程 １２月３日（金）
、６日(月)、７日(火)、８日(水)、９日(木)
時間 １３：３０～１６：３０
先日配付した申込書の提出は１１月１７日（水）締め切りとさせていただきます。調整の上、
決定した日時については後日お知らせいたします。

１１月後半～１２月の主な予定
１１月

主な予定

１2 月

主な予定

13

土

休日の学び場（10:00～12:00）

1

水

中央委員会 体操着販売

15

月

第 3 回テスト（3 年のみ）

2

木

学校保健委員会

16

火

第 3 回テスト（全学年）

3

金

17

水

第 3 回テスト（全学年）
花いっぱい運動（予備日 24 日）

6

月

個人面談②（全学年）

50 分授業再開

7

火

個人面談③（全学年）

生徒会役員選挙

8

水

個人面談④（全学年）

学び場（15:40～17:00）

9

木

個人面談⑤（全学年）

10

金

学び場（14:15～16:15）

11

土

22

月

25

木

29

月

常任委員会

30

火

3 年個票配付

13～15

※予定は変更になる場合があります。

個人面談①（全学年）
学び場（13:00～15:00）

PTA 標準服等リサイクル販売会
（後日、PTA よりお知らせが配付されます）

月～水 ３年午前授業

20

月

21

火

22

水

24

金

12/27～1/6

常任委員会
２年職業体験校外学習
３年午前授業
中央委員会
学び場（14:35～16:35）
全校集会

大掃除

冬季休業 （１/７授業再開）
※学校閉庁期間 12/29～1/4

