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すてきな大人になろう！ 

～夢・自律・学びあい～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

気持ち新たに再スタート                校長 川崎 武晴                     

約４０日間の夏休みが終わりました。生徒の皆さん、充実した時間が過ご

せましたか。残念ながら新型コロナウィルスの感染拡大により、短縮日課、午

前授業、部活動無しという変則的な学校再開となりました。しばらくは感染リ

スクを下げる工夫を重視しながら何とか乗り切りたいと思っています。生徒や

保護者の皆様にはご不便を感じることも多いでしょうが、どうかご協力をお願 

いいたします。 

総合体育大会 長中プライドを胸に頑張りました！ 

７月の試合結果をご紹介します。地区大会に進出した部活もあり、皆よく頑張りました。 

 

卓球男子  7/3 (金)  個人戦 ４名が１勝 

卓球女子  7/11(日) 個人戦 木村さん優勝、関さん準優勝、齋藤さん３位 

丹羽さん・古澤さんベスト 16 

      7/21(水) 地区大会 団体 １回戦 VS 附属鎌倉○ ２回戦 VS 浜須賀● 

 順位決定戦 VS 中島○ VS 玉縄● 

      7/23(金) 地区大会 個人  木村さん ベスト 16 

野 球   7/10(土) ２回戦 vs 慶應藤沢 ２－３ ● 

テニス男子 7/10(土) 個人戦 井上・トゥンペア６位 村田・井上ペア 20 位 

      7/22(木) 地区大会 井上・トゥンペア VS 円蔵● 村田・井上ペア VS北陽● 

7/11(日) 団体戦 VS 鵠沼● 敗者復活 VS 善行○ VS 湘南台● 

テニス女子 7/11(日) 団体戦 VS 湘洋● 敗者復活 VS 湘南台○ VS 一中● 

      7/21(水) 地区大会 柳澤・菅野ペア VS 鶴が台● 

 バスケ女子 7/4 (土) ２回戦 VS 善行 35－49 ● 

  バスケ男子 7/4 (土) ２回戦 VS 滝の沢 43－72 ● 

 バレー   7/10(土) VS 慶応藤沢２－０○ VS 滝の沢０－２●   

       7/22(木) 地区大会 VS 鶴嶺０－２● 
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情報モラル講習会 ・ ＬＧＢＴ講演会をおこないました 

 ７月１日（木）と６日（火）に情報モラル講習会をおこないまし

た。ＫＤＤＩ株式会社から頂いた資料を使って本校の教員が進めま

した。扱った内容は、ＳＮＳでのトラブルやゲーム依存の問題など

です。スマホやネットワークは大変便利な反面、健康への悪影響や

使い過ぎによる学力低下などマイナス点が様々に指摘されていま

す。私達大人も含めて、ルールやマナーを守り上手に利用していき

たいものです。 

また、７月 16日（金）にはＬＧＢＴ講演会をおこないました。

ＮＰＯ法人 ReBit（リビット）の方に体育館で講演をしていただき

ました。前、後半の２部制で全校生徒が話を聞きました。性には、

「からだの性」以外に「自認する性」、「好きになる性」、「表現する

性」などがあり、思った以上に多面的です。さらにそれぞれの性は

グラデーションで存在しており、男性、女性のように白黒つけられ

るとは限りません。また、時間とともに変化することもあります。

だから、人の数だけセクシュアリティがあると言えるということでした。ＬＧＢＴに限らず、人の多

様性を受け入れられる人になって欲しいと思いました。 

合唱コンクールの延期について 

 １０月８日に予定した合唱コンクールについては、新型コロナウィルスの感染拡

大が深刻な状況のため１０月２９日に延期することにいたしました。予定通り実施するために

は、９月１６日から合唱練習を始めなければならず、断念しました。吹奏楽部の演奏や展示発表

などについては今後検討していきます。延期することで実施できることを願っていますが、今後

の状況によっては中止を含めて再度の検討が必要となることもあります。ご理解ください。合唱

の発表順と参加曲は次のように決まっていますのでご紹介しておきます。 

 

１年生 ①11 組「生命が羽ばたくとき」 ②13 組「絆」     ③12 組「行き先」 

２年生 ①21 組「With you smile」   ②22 組「心の瞳」   ③24 組「unlimited」 

    ④23 組「明日へ」 

３年生 ①32 組「いつまでも」     ②33 組「ヒカリ」   ③31 組「友～旅立ちの時～」 

８組  手話ソングやカップを使いながらの演奏。曲名は当日のお楽しみ。 

 

 

ＰＴＡ活動ありがとうございます 

 標準服リサイクル販売(7/7)やカーテンのお洗濯(7/16)、成人委員会によるアロマ講

習会(5/26)、梨狩り(8/30)など今年も活発なＰＴＡ活動をおこなっていただいていま

す。この後も 11/20 にグランド側溝清掃が企画されています。特にＰＴＡ運営委員の皆さんには、多

大な貢献をしていただいています。来年度のＰＴＡ役員の人選がそろそろ始まりますが、これからも

活発な活動がおこなえますよう保護者の皆様のご協力をお願いいたします。 



吹奏楽部 吹奏楽コンクール県大会で銀賞受賞！ 

 この夏、吹奏楽部は大活躍でした。７月２３日（金）体育館で保護者の方を招き発

表会をおこないました。初めに１年生が一人ずつ「ふるさと」を演奏し、その後皆で

「EYES」という曲を合奏しました。わずか３ヶ月あまりの練習でよく上達したと感心しました。 

そして、７月３０日に茅ヶ崎文化会館で湘南吹奏楽コンクールが開催されました。本校の参加曲は

「大阪俗謡による幻想曲」で、祭りのお囃子をモチーフにしたものです。吹奏楽部メンバーは練習の

成果を発揮して研ぎ澄まされたメリハリのある演奏を聴かせてくれました。そして見事、金賞を受賞

し県大会に出場することになりました。県大会は８月１１日に神奈川県民ホールで開催されました。

ライブ配信をご覧になった方もいらしたのではないでしょうか。結果は銀賞！でした。大変立派な演

奏でしたが、生徒は金賞を目指していたので、悔しく感じていたようです。顧問の先生、地域指導者

の方、ご支援いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。 

新しい学習指導要領のもと初めての評価をおこないます 

 今年度の学習評価については４月に実施した学年別懇談会で資

料を配付し説明させていただきました。通知表の配付時期が近づ

いていますので、改めて説明させていただきます。 

新学習指導要領が今年４月より全面実施されています。今、各

教科の授業で使っている教科書は、新学習指導要領の趣旨に沿っ

て作成されたものです。新学習指導要領では、幼稚園から高等学

校までのすべての学校教育で、（１）知識、技能 （２）思考力、

判断力、表現力など （３）学びに向かう力、人間性等 の３種

類の資質・能力を育成します。 

 中学校ではこの３つの資質・能力を評価の観点とし、観点別に

ＡＢＣの評価をおこないます。そしてそれを総括して５段階の評定をおこないます。（昨年まで教

科別に４～５つの観点を定めていたものが、全教科で前述の３観点に統一されます） 

 「学びに向かう力」では、課題について粘り強い取組をしているか、学習状況を把握し学習の

進め方を試行錯誤するなど、学習を調整しようとしているか、などを評価します。 

新学習指導要領に対応した評価の実施にあたり、本校では教育委員会の指導主事や専門知識を

持つ方を講師に校内研修を何度かおこないました。そして、新たな観点に沿って作り直した評価

基準表をもとに今年の４月から評価をおこなっているところです。 

 文科省からは「学びの、その先へ」というスローガンが示されています。新学習指導要領の改

訂を契機として、より一層、自ら未来を切り拓く力の育成に尽力していきたいと思っています。

今後とも教育活動へのご理解とご協力をお願いいたします。 



1 水 午前授業（昼食なし）          

2 木 午前授業（昼食なし） ８組梨狩り  

3 金 午前授業（昼食なし） 

4 土  

5 日  

6 月 午前授業（昼食なし） 

7 火 期末テスト１日目 

8 水 期末テスト２日目 

9 木 期末テスト３日目 

10 金 午前授業（昼食なし） 

11 土  

12 日  

13 月  

14 火  

15 水  

 

16 木  

17 金    

18 土  

19 日  

20 月 敬老の日 

21 火  

22 水  

23 木 秋分の日 

24 金  

25 土  

26 日  

27 月 午前授業（昼食あり） 

28 火  

29 水 ３年実力テスト 

30 木  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修学旅行の再延期について 

 修学旅行については当初５月に予定していたものを９月に延期し実施する予定でした。しか

し、昨今の新型コロナウィルス感染の拡大を受けて、市教育委員会とも協議のうえ、再度延期す

ることにいたしました。新しい日程は２月２６日～２８日で行く先は変更なしです。３年生の保

護者の皆様には夏休み中にメールでご連絡しておりますが、改めてお知らせいたします。２月に

は無事に修学旅行が実施できることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【９月の主な行事予定】 


