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分散登校 
夏休み中に神奈川県下に緊急事態宣言が発令され、部活動の大会や各種コンクールの実

施方法の変更・制限を受け、無観客の試合や映像での審査等となるものもありました。大

会運営側も最大限の感染予防策を講じての実施となりました。制限のある中、工夫しなが

ら練習を重ね、出場した都田中生の皆さん、お疲れ様でした。 

また、大変残念ですが、夏休み中に２年生の遠足と３年生の修学旅行の中止を決めまし

た。その後も緊急事態宣言の延長に伴い、夏休みの延長、９月１日からの分散登校となり

ました。GIGA端末（クロームブック）は生徒一人１台配付し、少しずつ活用を進めており

ます（生徒数増加に伴う GIGA端末や設備の横浜市教育委員会からの補充が遅れており、

教員分の GIGA 端末を生徒へ配付しています）。GIGA 端末のご家庭での取り扱いについて

は、配付したプリントまたは本校ホームページ掲載の資料でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

10 月に行う予定にしておりました小中合同地域清掃や部活動の児童生徒交流、休日授

業参観、PTA祭も中止することにしました。さくら祭（文化祭）は実施内容を変更して行

いますが、十分な感染防止策がとれませんので保護者や地域の方、小中ブロックの小学生

の見学は見送ることにしました。今後、感染症の拡大の状況による教育活動の変更や対応

は、その都度、メール配信やホームページ等によりお知らせするようにいたします。 

 

 

 

 

都田中学校 学校教育目標 
～誇り～（学校や自分に自信を持ち、生きる力を育みます。） 
確立（学力や体力など確かな力を身につけ、自主自律を育みます。）〔知・体〕 
共生（思いやりを持ち、自他を尊重する豊かな心を育みます。）  〔徳・公〕 
飛翔（夢を持ち、未来を切り拓く力を育みます。）        〔開〕 



 

 
R3部活動 夏の大会結果 
本年度は、全国大会や関東大会へとつながる市や県の大会が開催されました。剣道部は

男子団体で関東大会と全国大会へ、陸上競技部は男子１年 100ｍで関東大会へ出場いたし

ました。地域の皆様には、大会出場の横断幕の掲示や支援金のご寄付をいただきました。

誠にありがとうございます。 

部 大会等 

サッカー 横浜市総合体育大会 １回戦（対鴨居中 1-4） 

野球 横浜市総合体育大会 ２回戦（対日大中 2-3） ※１回戦シード 

陸上競技 横浜市通信大会 男子共通走幅跳 7位 

        男子共通 4×100mR 9位 

        男子１年 100m 優勝 

神奈川県選抜大会 男子共通走幅跳 出場 

         男子１年 100m 優勝 

神奈川県通信大会 男子共通走幅跳 出場 

         男子 4×100ｍR 出場 

         男子１年 100ｍ 優勝 関東大会出場 

関東中学校陸上競技選手権大会 男子１年 100ｍ 5位 

横浜市総合体育大会 男子低学年 4×100ｍR 2位 県総体出場 

女子バレーボール 横浜市総合体育大会 １回戦（対南希望が丘中 0-2） 

卓球 男子 横浜市総合体育大会 団体ブロック大会出場 

横浜市総合体育大会 個人戦出場 

女子 横浜市総合体育大会 団体ベスト 16 

横浜市総合体育大会 個人３回戦通過 県大会出場 

 神奈川県総合体育大会 個人１回戦 

バスケットボール 男子 横浜市総合体育大会 １回戦（42-50） 

女子 横浜市総合体育大会 北部ブロック３位 

バドミントン 男子 横浜市総合体育大会 団体１回戦（対下瀬谷中 1-2） 

女子 横浜市総合体育大会 団体１回戦（対山手学院中 2-1） 

             団体２回戦（対市ケ尾中 0-2） 

剣道 神奈川県選抜大会 男子団体 ①酒匂中 3-1 ➁大津中 2-1 

優勝 全国大会出場   ③向丘中 3-0準東海大相模中 2-1 

決勝 潮田中 2-1 

神奈川県総合体育大会 男子団体 ①相洋中 3-0 ➁追浜中 5-0 

 ３位 関東大会出場     ③桐光学園中 1-0  

④横浜中 2-3 

関東中学校剣道大会 予選リーグ 

全国中学校剣道大会 ベスト 16 

吹奏楽 横浜吹奏楽コンクール 銀賞 

美術 さくら祭（文化祭）に向けて油絵に挑戦中 

パソコン PC検定やさくら祭（文化祭）に向けて活動中 
 



 

横浜こども会議 
７月 20 日（火）、都田中学校ブロック（都田中・都 

田小・都田西小）の各校の代表が集まり、「だれにとっ 

ても居心地のよい学校づくり」というテーマに沿って話 

し合いました。本校からは、３年生の井 愛梨さんが出 

席しました。各学校での活動を紹介し合い、今後、自己 

肯定感を高めるために互いの良いところを伝え合う活動に取り組むことを決めました。 

 

生徒会選挙  
 本年度の生徒会選挙が９月 21 日（火）と 22 日（水）の２日間にわたって行われまし

た。分散登校とその延長に伴い、録画した演説を TV放送で聞き、各教室で投票という例

年とは異なる形での実施となりましたが、立候補者の皆さんからは、「笑顔」「協力」「充

実」など皆で築き上げる生徒会への真剣なメッセージが発信されました。新たなリーダー

となる生徒会役員や委員長の皆さんとともに全校生徒でよりよい活動をつくっていくこ

とを期待しています。準備を進めた選挙管理委員の皆さん、撮影に協力した放送委員の皆

さん、ご苦労様でした。 

生徒会会長 三浦 真琴     新二年学級委員長 山下 真央 

生徒会副会長 関口 駿介   新三年学級委員長 重田 華奈 

生徒会副会長 久保田 響也  生活委員長 木下 琉伊 

生徒会書記 竹浪 響輝     保健委員長 星野 亮平 

生徒会書記 山本 莉子     美化委員長 遠山 実久斗 

生徒会会計 森 美優      図書委員長 露﨑 椋翔 

生徒会会計 渡辺 優芽     放送委員長 佐藤 陽向 

さくら祭実行委員長 谷口 菜月 

体育祭実行委員長 寺澤 麻夢 

 

新型コロナワクチン接種に伴う出欠等の取扱いについて 

○生徒が医療機関等においてワクチン接種を受ける場合の出欠の取扱い 

生徒が医療機関等でワクチンの接種を受ける場合の取扱いについては、指導要録上

「出席停止・忌引き等の日数（ト書き）」（理由は「新型コロナ感染症予防」）として記

録することで欠席としない取扱いをします。 

○副反応が出た場合の生徒の出欠の取扱い 

副反応であるかに関わらず、接種後、生徒に発熱等の風邪の症状が見られるときに

は、「出席停止・忌引き等（ト書き）」の措置を取り、欠席としない取扱いをします。 



 

【10月の行事予定】 

1 金 ３年英語検定 １・２年家庭学習 SC来校日 17 日  

2 土  18 月 総下校 14：50 

3 日  19 火  

4 月 朝会 後期教育実習開始 20 水 花いっぱい運動 

5 火 ３年平和学習 21 木 道徳公開授業 

6 水  22 金             SC来校日 

7 木 専門委員会（旧） 23 土  

8 金 総下校 14：50      SC来校日 24 日  

9 土  25 月  

10 日  26 火  

11 月  27 水  

12 火  28 木  

13 水 評議会（旧） 29 金 さくら祭 

14 木  30 土  

15 金 専門委員会（新）     SC来校日 31 日  

16 土     

＜11月の主な予定＞  11/１（月）通常授業                     11/６（土）グラウンドゴルフ大会 

                    11/10（水）進路説明会（３年保護者）      11/11（木）２年職業講話 

 11/15（月）～17（水）３年２学期期末試験  11/18（木）１年職業講話 

 
【お知らせ】 
◎新型コロナ感染症拡大予防の観点から中止の判断をした行事 

  10月 ６日（水） 小中合同地域清掃 ・ 個別支援学級合同体育祭 

  10月 15日（金） 児童生徒交流の日（部活動） 

  10月 30日（土） 休日授業参観 ・ PTA祭 

  ※変更  10 月 30 日（土）は休業日（お休み）とし、11 月１日（月）は課業日（通常授業）とい

たします。 

 ◎令和３年度さくら祭について 

10月 29日（金）に実施予定のさくら祭の保護者見学は見送ることにしました。申し

訳ありません。２学期の個人面談実施期間中に合唱等の一部の活動の映像をご覧頂ける

ように準備を進めていきます。 

◎教育実習について 

  本校卒業生２名が教育実習（後期）を行います。 

   国  語 平井 丈陽（ひらい たけはる）さん（実習期間：10月４日（月）～15日（金）） 

   保健体育 鷹取 聖生（たかとり みさき）さん（実習期間：10月４日（月）～29日（金）） 
 


