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横浜市立富岡東中学校
横浜市金沢区並木一丁目６番１号
校 長 吉原 準一

富岡東中学校教育目標
富岡東中学校では「学ぶ力」を育て、よりよく「生きる力」をはぐくみ、高めます。
・学習や生活に必要な基礎・基本の定着を図り、自ら学び考える力を育てます。
・行事や学校生活などの様々な体験を大切にし、個性を伸ばし、心身を鍛えます。
・人や社会と積極的に関わり、様々な学びあいを通じて、豊かな人間関係を作る力を育てます。
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とみひを見守る大きなトトロは、校長室からみると葉っぱが散って右側の耳が薄くなってしまいました。
先日、卒業生に会いました。その生徒は現在高校３年生です。大学受験のまっただ中です。「受験、頑張
って！」とは言いましたが、しかし、
「ずーっとテストはあるもんだ。」という話もしました。
試験当日は、いろいろあって、実力の８割しかでないのであれば、日常の実力を上げていくしかない。い
かに日常が大切か。日常の中で実力をつけていこう。学習だけでなく、言葉使い、態度すべて日常がにじみ
出るものです。しっかりした態度で生活していこう。と、一月スタートの朝会で話しました。
ある日の３年生のクラスをのぞくと、なんと自分たちで、面接練習をしています。４人で１グループなの
でしょうか、受験生が１名で、面接官が３名でした。それぞれ一つのグループの中で、代わる代わる面接を
やっていました。最初に志望校をいってから、面接シート（Q1 なぜこの学校に入学したいのか？Q2 中学
での教科等の学習活動でどのくらい意欲を持って取り組んだか？Q3 教科等以外の活動にどのような意欲
を持って取り組んだか？Q4 自分自身のいいところは？）を基本として、TV、携帯、書籍、歌手について
の質問を中心に面接をしていました。教室、少人数教室、総合教室の３つを上手に使っています。面接を受
ける者として経験を積むこともできるし、テスターとして、評価することで、その立場を知ることも大切な
練習の一つだと思われました。自分自身の経験としては、学活時に、担任が廊下や空き教室に机を用意して、
数人だけ練習した記憶があります。自分たちで面接の練習ができるなんて、大変にすばらしいことだと思い
ます。
１月１８日（水）には、個別支援級合同学芸会で、ハンドベルの演奏をしてくれました。曲名は、
「主よ
ひとの望みの喜びを」と「糸」です。聴かせる演奏で、会場を静かで不思議な雰囲気に包んでくれました。
水仙の花が咲き始めました。私学の推薦入試の出願は終了しました。いよいよ中学校にも受験の時期が本
格的にやってきました。宵の金星も素敵ですが、早朝の木星とスピカの縦ラインは、寒い朝にＹ軸の座標が
あるようです。春は、すぐそこ。
小中ブロック校共通スローガン

あいさつで笑顔かがやく並木のまちに
平成 28 年度

生徒会選挙が終了しました 「君の意は。
」

12 月 15 日（木）に生徒会本部役員選挙が行われました。今年のテーマは「君の意は。」でした。このテ
ーマには、立候補者や投票者がどんな学校をつくっていきたいのか、一人ひとりの「意思」や「意見」を大
切にしようという想いが込められています。そんななか迎えた立会演説会では、最後のアピールのチャンス

だと、立候補者や応援者は熱のこもった演説をしていました。また、フロアの生徒も、演説の内容や雰囲気
を感じ取り、拍手で応えていました。任命式を終えて、いよいよ新しい生徒会本部の活動がスタートします。
生徒会本部役員を中心に、トミヒ生全員が一丸となって「自分たち」でより良いトミヒをつくっていっても
らいたいです。（生徒会担当：髙嶺）
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例年のように本校では、冬休みの国語科課題として「書き初

め」があります。全校生徒の作品を廊下に展示しました。その中から、横浜市連合文化祭という市の書き
初め展に 1 枚、金沢区の書き初め展に２枚、出品しました。横浜市の書き初め展には３年１組 佐藤 駿介
さん、区の書き初め展には３年２組 飯村 朱音さんと、３年３組 髙野 凌佑さんの作品が選出されまし
た。選出された作品はどれも美しく、かつ毛筆ならではの豪快さも感じられる、大変素晴らしいものでし
た。また、残念ながら選出されなかった作品も、一生懸命書
いたものが伝わるものや味があるものまで、様々な書があり
ました。
「心を静めて、書を嗜む」という文化は、学校外ではなかな
か触れることのできないものになっています。その中で、今回
の書き初めを通して、一生懸命心を込めて字を書くという経験
から、文字や言葉、文化の大切さに気付いてくれることと思い
ます。(国語科 阿部)

保健委員会学習会 「薬と健康について」 1/19(木)
～今年度もロート製薬の講師の先生をお招きし、学習会を開催しました～
保健委員のみなさんが学んだこと
薬の正しい飲み方➡市販の薬に入っている説明書を必ず読むこと。薬には消費期限がある。ぬるま湯で飲
む。コーヒーやグレープフルーツジュース、お茶で薬を飲むと成分に変化が起き、効果
がないだけでなく、副作用が出る可能性もある。
学習会に参加して➡説明書はいつも捨ててしまっているので、家族にも教えてあげたい。薬の飲み方を間違
えると危険が伴い死に至ることもあるので、副作用や飲むタイミングにも気を付けたい
です。

百人一首大会 1/23(2 学年) 1/25(1 学年)開催
12 月からトミヒの階段には、百人一首の首が貼られています。生
徒の皆さんは、いくつ首を覚えられましたか？
苦手な生徒や興味が沸いてこない生徒に、少しでも慣れ親しんでほし
いと、国語科や 1 学年の先生、学校図書館司書の関根先生が、腰を
曲げ、ひざを痛めながら掲示したものです。
今回の「百人一首大会」では、2 学年ともに国語係が中心となって
運営を進めていました。担任の先生が見守る中、1,2 年生ともに多く
のグループに集中した取り組みが見られました。

1 学年優勝 2 組

2 学年優勝 全クラス 同点！
和の装いの阿部先生。雰囲気
作りにも気合いを入れて…

２年生 職場体験学習

１月２６日（木）全日

２年生 98 人が、１月２６日（木）に職場体験学習を行いました。後期から総合の授業で様々な
種類の職業紹介ＶＴＲを視聴し、職業適性チェックや社会人としてのマナー講座を通して、職場
体験の心構えを学んできました。その集大成として、学校近隣の事業所２６か所で、職場体験学
習をさせていただきました。快く受け入れてくださった事業所の皆様には大変感謝しておりま
す。今回の体験で学んだことや感じたことを、今後の学校生活や進路選択に活かしていきたいと
思います。ありがとうございました。
ご協力いただいた事業所

＜住吉書房

新杉田店＞

＜woop woop（美容院）＞

＜南部下水道センター＞

ご協力いただいた事業所
住吉書房 新杉田店 、（有）イソノ 、御菓子司 横浜紅谷 、そうてつローゼン並木店
わたなべ薬局 、並木第一小学校 、富岡小学校 、富岡並木学童保育ほしの子クラブ
並木保育園 、並木第二保育園 、フレンド幼稚園 、あけぼの幼稚園
あい保育園 富岡東 、わらべシーサイド保育園 、金沢ふたば保育園
仲はら 、和食さと 富岡店 、ドトールコーヒーＢｅａｎｓ新杉田店 、woop woop

（株）横浜シーサイドライン 、富岡東地域ケアプラザ 、金沢スポーツセンター
横浜市環境創造局南部下水道センター 、富岡八幡公園こどもログハウス
（公財）横浜市緑の協会 長浜公園

ご協力ありがとうございました ～ユニセフ募金～

１月１２日から１７日までの４日間、生徒会役員と、ボランティアの生徒でユニセフ募金の呼び
かけを校門前で行いました。朝早く寒い中でしたが、多くの皆さんにご協力して頂き、４日間で

１６４５９円の募金が集まりました。集まった募金はユニセフを通して世界の子どもたちへ送る
ことができました。ご協力、ありがとうございました。(生徒会担当
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水
17 金 公立共通選抜(面接)1,2年学年末試験
木 1,2年授業参観懇談会 3年学年末試験 18 土
部活動なし
金 職員会議
19 日
土
20 月 朝会 職員会議 部活動なし
日
21 火
月
22 水
1,2年
定例会
火
23 木 1,2年横浜市学習状況調査 3年卒業遠足
水
24 金 1,2年横浜市学習状況調査
木 総務会 個別級ボーリング大会
25 土
新入生保護者説明会
15時30分
金
26 日
学年末試験前部活動なし
土
27 金
学年末試験前部活動なし
日
28 月 公立高合格発表
学年末試験前部活動なし
11(土)12(日)新入生体育着販売
月
16(木)17(金)23(木)24(金)は昼食なし
火 3年6校時入試事前指導
3年生は20(月)より特別時間割開始
水 公立共通選抜(学力)
木 公立共通選抜(面接)1,2年学年末試験 スクールカウンセラー来校日 2/1・8・22(全て水曜日)

～3 年生の保護者様へ～
過日、お子様を通じてお便りを配布させていただきましたが、3 年生の特別時間割で、「豚汁のお手伝い
(3/2)」
「カレー大会のお手伝い(3/8)」を募集しています。参加希望の保護者の方がおりましたら、3 学年
職員まで連絡をお願い致します。(電話 771-0717)

