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節目を大切に
安藤 位彦
今年もあと 10 日あまりとなりました。地域・保護者の皆様には、いろいろな場面で学校
教育に協力していただきありがとうございました。今あちらこちらで点灯されているイル
ミネーションの彩る輝きに、今年もカウントダウンが始まったんだなと少し名残惜しい気
持ちになっています。
この４月からの９ヶ月を振り返りますと、「人とのつながり」の重要性を感じる事が多
くありました。新たに出会った人、昔からの知り合いに再会したことなど自分にとって節
目節目に良い「つながり」ができた年となりました。
生徒のみなさんはどうでしたか。みなさんは「竹」を知ってい
ますね。竹は、きちんきちんと節があって初めて真っ直ぐにしな
やかに伸びています。この節があるからこそどんな強い風にも負
けず、しなやかに立っていられるのです。この節がちょうど人間
にとっては「人とのつながり」になるのではないでしょうか。多
くの人との出会いによって自分自身を強く、そしてしなやかに育
つことができると思います。これからも多くの人と出会い良いと
ころを吸収して成長してほしいですね。
ところで話は変わりますが、ある本を見ているときある格言を目にしました。それは
「能力とは、自分自身を信じ抜く力である。」（井深 大） というものです。
私たちは「能力」という言葉をときにできないことの言い訳に使っていないでしょうか。
安易に「自分にはそんな能力がない」等とすぐあきらめてしまい、自分の能力を発揮する
前にやめてしまったりしないでしょうか。でも能力が発揮されるまでには、多くの時間が
かかります。そのとき「自分自身を信じ抜く力」（信念）があれば、きっと能力は開花す
るはずです。これから３年生は受検を迎えます。最後まで自分自身を信じ抜いて頑張って
ください。また１，２年生も自分の目標に向かって自分自身を信じ抜いて頑張りましょう。
今年もあとわずかで終わります。体調管理に十分気を付け、良いお年をお迎えください。

１年

キャリア学習

１１月１７日（金）１年「プロに学ぶ」を行いました。
まず、職業インタビューの準備として、夏休みを利用
し、「身近な職業を知る」を主題として、ご家族などに
職業インタビューを行い、クラスで発表しました。ご家
族の職業や、身近な職業に関心を持ち、知る機会ともな
り、またポイントを定めて尋ねる・相手の話を引き出す
など、インタビューの難しさを感じる機会ともなりまし
た。
その後、積み重ねた体験を手だてとして、この「プロ

に学ぶ」を行いました。
お忙しい中、講師をお引き受けくださった皆さん、ありがとうございました。
エンジニア・サービス・鍼灸師・ピアニスト・医師・運営・介護士・環境指導員・球団
職員・経営・建築士・公務員・作業療法士・図書館司書・事務職・整体師・団体職員・
着付師・弁護士・幼稚園教諭・理学療法士
今年度は、２６業種・職種のみなさんにお力添えをいただきました。
「プロに学ぶ」では、講師の皆さんのお話を伺い、その後インタビューを行いました。５
０分の間でしたが、講師のみなさんには、中学１年生にも分かるように、丁寧なお話を聞
かせていただきました。楽しいエピソードや苦労された話、職業の誇りなど、生徒たちに
とって「卒業後の進路選択」「自分の将来」について考える大切な時間になりました。
この職業インタビューのまとめとして、１２月８日（金）に、「ＣＭ・ポスター発表会」
を行いました。伺ったお話・インタビューからポスターとＣＭ（スライド・ナレーション）
を制作し、発表しました。
生徒たちは、講師の方が伝えたい思いや、自分が学んだこと・感じたことをどのように
伝えるか、知恵を出し合い、たくさんの工夫
をしてプレゼンテーションや紙面を組み立て
ました。
この後、２年生では「職業体験」を行いま
す。２年後には、進路を決め、高校受験や中
学卒業に向けた歩みを進めていきます。様々
な体験を手立てとして、一つひとつしっかり
と考え、確かな歩みを進めてほしいと願って
います。

１１月１５日（水）～１７日（金）の３日間、２年生は職場体験学習を行いました。
事前準備学習では、働くとは？という大きなテーマか
らキャリア学習を始めました。「大人になれば働く」と
いう漠然とした概念を自分事として考えられるように、
各クラス担任が時間をかけて導入授業を行いました。ま
た、敬語の使い方や礼儀作法など社会に出るときに必要
なマナーを教員が講師となり、各クラスを回ってレクチ
ャーしました。１１月７日（火）には、第一フォーム株
式会社社長の澁谷正明様に「選択すること」というテー
マに沿って職業講話をいただきました。ご自身の体験談も
踏まえながらわかりやすくお話しいただき、生徒たちも
「働く意義」について考えるきっかけとなりました。
実際の体験では、「職業観や勤労観から仕事の厳しさや
喜び、協働することの大切さを学び、これからの生き方に
ついて考えていく」というねらいに沿って、充実した３日
間を生徒たちは送ることができました。今回の体験を通し
て、自分の将来を考えるきっかけになってもらえたらと思
います。また、働いている方が社会を作り、保護者の方が自分の生活を支えているという

ことに気づき、感謝の気持ちを持つことができる機会になったのではないかと思います。
お忙しい中３日間という長い体験時間を割いていた
だきました事業所の皆様、本当にありがとうございま
した。
この経験が、今後の進路選択に役立てられたらいい
なと思います。自分で考え、悩み、決断する力を今後
も養っていけるようにキャリア教育をすすめていきた
いと思います。
協力事業所一覧
原木農園 有限会社大天海 東急バス株式会社 東山田工場 都筑区子育て支援センター ポポラ 横浜市立山田小学校 横浜市立北山田小学校
横浜市立東山田小学校 株式会社ヨークマート港北店 東山田地域ケアプラザ 北山田地区センター 医療法人 活人会 高齢者グループホーム
横浜ゆうゆう 介護老人保健施設 都筑ハートフルステーション グループホーム 都筑の春 グループホーム 朝日のあたる家 医療法人社団 朝
菊会 グループホーム 池辺 グループホーム 都筑の丘 グループホーム 翠嵐の風 株式会社 藍和 クレール横浜つづき 株式会社ソラスト ソ
ラスト勝田 グループホーム みんなの家 横浜茅ヶ崎東 Ｔ．Ｍ．Ｏ ピクニック 株式会社 ブラザーオートサービス 社会福祉法人 都筑福祉会
やまた保育園 株式会社 いずみ砥石 学校法人竹田学園 金の星幼稚園 学校法人栗原学園 やまた幼稚園 認定こども園やまゆりキッズ 横浜
みずほ幼稚園 株式会社 スリーハイ 森のエルマー保育園 オンワード総合研究所 株式会社グリーンスポーツ アートフォーラムあざみ野 横浜市
中川西保育園 特定非営利活動法人 アスタＰＣ ホームセンターコーナン港北ニュータウン店 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 北山田保育
ルーム 医療法人社団横浜育明会介護老人保健施設 都筑シニアセンター AOKI 横浜港北総本店 株式会社ヤマダ 港北センター本店 株式会
社生活科学運営 ライフ＆シニアハウス港北２ 北山田小学校 放課後キッズクラブ 有限会社 山田 小泉忠工務所 オーケー㈱ 港北中央店 都
筑区役所 (株)阪急商業開発 モザイクモール港北 都筑むつみ会 平伸学園 小鳩保育園 東山田小学校放課後キッズクラブ グループホーム
みんなの家 横浜茅ヶ崎東2 セコムシニア倶楽部 港北 株式会社 中山建設 介護老人保健施設 ソフィア都筑 株式会社 横浜都市みらい 横浜
市高田地域ケアプラザ 横浜市仲町台地区センター 第一フォーム株式会社 ららぽーとセキュリティオフィス アカデミア 港北店(ノースポート)
フォーシュン運営事務室(ららぽーと) TOHOシネマズ ららぽーと横浜 ノジマ ららぽーと横浜店 ららぽーとオペレーションセンター 株式会社エム・
ワイ・ケー ガデリウス・インダストリー 株式会社 社会福祉法人イクソス会 つづきルーテル保育園 ワーク中川 社会福祉法人 若竹大寿会 横
浜市中川地域ケアプラザ 横浜市中川西地区センター 都筑センター 【トヨタカロ－ラ神奈川(株）】トレッサ横浜店 トレッサ横浜 【スターバックス
コーヒー】 トレッサ横浜 【SANWA】 トレッサ横浜 【石川こどもクリニック】 トレッサ横浜 【トレッサ横浜郵便局】 トレッサ横浜 【NAIL by Beauty】
トレッサ横浜 【タミヤプラモデルファクトリー】 トレッサ横浜 【JELLY BEANS】 トレッサ横浜 【ザ・ガーデン】 トレッサ横浜 【こころのアトリエ は
せがわ】 トレッサ横浜 【Re.Ra.Ku】

１１月２８日（火）に、3 年生の模擬面接が行われました。地域の方を面接官としてお
迎えし、本番さながらの緊張感の中、面接に臨みました。
前日の 27 日にはＡＯＫＩの方に来ていただき、マナー講座
も受けています。そのおかげか、いつもより「ピシッ」
「キリッ」とした態度・身だしなみの生徒が多く見受けら
れました。
《生徒の感想》
「ドアをノックした途端、緊張しすぎて、受験番号を忘れ
そうになった。」
「最初は緊張したが、段々とリラックスし、相手の目を見て話すことができた。」
「『～しちゃった』とか『まぁ』などの言葉を使ってしまった。」
《ご協力いただいた面接官の方々》
青柳雅様
赤木美得子様
足立亜矢子様

飯田邦典様

石関妙子様

馬岡礼様

大木将彰様 大淵順嗣様
大森素治様
男澤誠様
織茂清一様
柿澤秀貴様
河原恭子様 国武洋子様
小板橋新造様 小林冨美子様 小松正芳様
佐藤輝久男様
鈴木兼二様 鈴木良一様 関田隆様 高橋今朝次様 竹中雅則様 中野義彦様
長谷川恵美子様 平野真理子様 藤沼秀幾様 牧野浩様 皆川幸成様 宮崎彰様
（順不同）
ご協力ありがとうございました。

１２月１３日（水）に東山田小学校で小中合同の拡大学校保健委員会が行われました。
参加した児童生徒は、３校の小学校の保健委員２９名
と本校の保健委員１１名です。今年度の内容は「ネッ
ト♪ ネット♪ ちゃんと！～ネット依存を知ろう～」
というテーマをもとに、ネットとの付き合い方につい
てグループワークを行い学習しました。グループワー
クでは、中学生がリーダーとなり、小学生から多くの
意見を引き出して
くれていました。
会を進めていく
中で、小学生はゲーム機器、中学生はスマホを多く使
用していることがわかり、家の人とのルールを決める
ことや使用時間を決めるなど、ネットとの付き合い方
について意見をたくさん出してくれました。自分のネ
ットの使い方を振り返る機会になり、大きな学びにつ
ながりました。この学びを実生活に活かしてほしいと
思います。

☆部活動記録☆
部活動名

大会・コンクール名（行事名）、結果等

男子軟式テニス部

横浜市青葉・都筑地区ソフトテニス大会 １年生男子個人戦の部、
11 月 25 日、東山田中学校、第３位、林 桜亮・中里 駿佑組
横浜市青葉・都筑地区ソフトテニス大会 １年生男子団体戦の部、
11 月 26 日、東山田中学校、準優勝

女子バレーボール部

神奈川県中学校男女６人制バレーボール新人研修大会

バスケットボール部
吹奏楽部

男子・女子

横浜市中学校
ベスト１６

バスケットボール新人大会

東山田小学校こどもまつり出演

出場

