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５月は連休も終わり、生徒たちも少しずつ学校生活のリズムが整い始める時期です。気候も安定
して、学習に部活動にも意欲的に取り組むことができる季節です。しかし、今年は東京に出されて
いる「緊急事態宣言」の延長、神奈川県に出されている「まん延防止等重点措置」も継続中であり、
５月になってもまだまだコロナ禍での生活が続くこととなります。緊急事態宣言は、関西地区にも
出され、５月 19 日から実施予定の３年生の修学旅行は、市内全ての中学校で延期することになり
ました。本校では 2 学期に実施する予定としています。日程が決まったらお知らせしたいと思い
ます。
また、5 月 28 日に実施予定の 2 年生鎌倉校外学習は、２週間延期し、６月 11 日に実施する
こととしました。今後まん延防止等重点措置が継続することも考えられますが、相模原市教育委員
会のガイドラインに従い、感染症対策に努め実施したいと考えています。なお、緊急事態宣言の発
令等、感染状況が拡大した場合は、実施時期や行程を検討したいと考えています。
連休明けの５月 6 日、7 日に１年生は、若あゆ野外体験活動を予定通り実施しました。当日は
天候に恵まれて、城山ハイキングやキャンプファイヤー等に取り組むことができました。活動の中
では中学校に入り少しずつではありますが、成長している様子を見ることができました。今後の頑
張りに期待したいと思います。
さて、５月１４日（金）に、震度５以上の地震を想定した避難訓練を実施しました。訓練は、午
前 10 時 50 分（休み時間中）に地震発生、揺れが収まってから校庭への避難を始め、全校生徒の
整列、人員確認の報告があったのは４分 50 秒後でした。整然と素早く行動する生徒たちの姿に頼
もしさを感じるとともに素晴らしい底力を再確認いたしました。訓練ではありますが、生徒の取り
組みの様子に、長く中野中学校に勤務している者としては、涙が出るほど嬉しい一面でした。災害
は、いつ起きるか分かりません。私自身 10 年前にこの中野中学校で経験した東日本大震災の経験
話をさせていただきました。この訓練で得たものを生かして、的確な判断力を養い、身の安全を確
保できるように指導していきたいと思います。

○天候にも恵まれた “第 1 学年 校外学習 若あゆ体験学習” を終えて
１学年主任
5 月 6、７日で 1 学年校外学習として若あゆを訪れました。4 月の入
学から短い日数ではありましたが、6 名の実行委員を中心に準備を進
めてきました。当日は雨の予想が心配されていましたが、天候に恵ま
れ無事に全ての行程を行うことができました。1 日目の城山ハイキン
グでは全ての生徒が登り切ることができました。仲間同士声を掛け合
い、励ましながら登る姿を見て、この学年の良さを感じました。また、
1 日目のキャンプファイヤーや 2 日目の焼き杉での学級目標作りでは、
仲間との絆を深めることができました。実行委員⻑の⾼⾕さんは「若あゆでクラスの温かさを感じました。･･･
また改めて仲間の大切さを知りました。1 年生にとってとても良い学びの 1 泊 2 日になったと思います。」とふ
り返っています。
生徒はこの 2 日間を通して、
「乗り越える力」とはどういうものかを実体験でき、
「仲間とのつながり」を再確
認でき、
「創り上げる喜び〜達成感」を味わうことができたと思います。この経験を学校生活に活かし、さらなる
活躍ができることを願っています。

○ 整然と行動した避難訓練から学ぶこと…

防災教育担当

「自然災害は忘れた頃にやってくる。」避難訓練を訓練の為の訓練になってしまわないように、実際に起きるこ
とを想定して訓練に臨むことが大切です。
当日の避難訓練は、３校時に予定されていましたが、１校時に本当の地震がありました。訓練ではなく本当の
地震に対して、生徒は慌てることなく机の下に隠れ、静かに様子をうか
がいながら先生の指示を待っていました。素晴らしい姿勢と態度でし
た。
今回の避難訓練のねらいは、避難経路を確認すること、
「お・か・し・
も」を守り素早く避難することでした。生徒の振り返りから、訓練中の
態度も本番と同じような緊張感をもってできたことがわかりました。
東日本大震災から１０年が経ちます。約２万５千人（行方不明者含む）
が東日本大震災によって亡くなりました。自然災害は、一瞬で人の命を
奪ってしまいます。私たちは、その怖さを忘れてはいけません。
【１年生の生徒の振り返り内容】
今日、実際に避難訓練の前に地震があったから、その時と同様に、落ち着いてすぐに的確な判断ができた。
「訓練」と「本番」は違う。という考えを捨て、訓練でも本番でも自分の身を守ることが一番大切だと強く
思った。

【２年生の生徒の振り返り内容】
校⻑先生が⾔っていたとおり、地震はいつ、どこでおこるかわからない、電気も使えないとなると情報が
わからない。そういうときは自分の頭を使って想像力を働かせて、いつ、どこでおこっても対応できるよ
うにしたいと思います。

【３年生の生徒の振り返り内容】
避難訓練では教室に多くの人が集まっていたけど、実際に地震が起こるときはいつ起こるのかどこにい
るときに起こるのかがわからないから、日頃から教室以外でも地震が起きた場合どう対処すればいいの
か考えることが大切だと改めて思った。学校内じゃなくても登下校中や家にいる場合もあるから、道の
途中で崩れてくるものがないか、安全な場所があるかの確認をすることや、部屋の中で落ちてくる可能
性がありそうなものも考えたらたくさんあるから、地震などの災害がおきたときのことを考えて置き場
を変えたり、今のうちから災害の被害を少しでも抑えられたりできるようにしたいと思った。
【１年生の生徒の振り返り内容】

○教育実習生紹介

英語
皆さん、こんにちは。5 月 17 日から 6 月 4 日までの間、教育実習をさせていただ
くことになりました。教科は英語で主に 2 学年を担当させていただきます。映画を見
たり、音楽を聞いたりすることが好きです。特にディズニー映画をよく見ています。
私は 6 年前この中野中学校を卒業しました。中学校時代は女子ソフトテニス部に所
属し、部活動に励んでいました。また、この中学校を卒業した後に、教師を目指した
いと思い始めました。きっかけは私が中学生の時の英語の先生に出会ったことです。
その先生の授業は面白く生徒の興味を惹きつけるような授業でした。そのようなとこ

ろに憧れを抱き、私もそういう先生になりたいと思うようになりました。
英語の授業を担当させていただくので、楽しく学ぶことのできる授業を目標にしながら、実習中は生徒と共に
行う活動を入れて双方的な授業ができるように、また、英語を学ぶ楽しさを少しでも生徒たちに感じてもらうこ
とのできるような授業を、行うことができるように努めていきたいと考えています。先生方や生徒の皆さんから
たくさんのことを学ばせていただき、充実した教育実習にしたいと思っております。3 週間という短い期間では
ありますが、よろしくお願いいたします。

○教育実習生紹介

英語

皆さん、こんにちは。実習生として 5 月 17 日から 6 月 4 日までお世話になります秋本郷と申します。教科は
英語科で主に 1 学年を担当させていただきます。私は６年前に中野中学校を卒業しました。当時からスポーツが
好きで中学時代にはソフトテニス部、⾼校時代にはハンドボール部に所属していました。今現在ではスノーボー
ドに夢中になっています。実習中は主に私が所属していたソフトテニス部を中心に活動していこうと思います。
教師を目指すきっかけは、幼い頃から英語が好きで英語の教師になりたい
と思っていました。姉が小学校の教師に就き、がんばっている姉を見て、教
師という仕事にさらなる強い憧れを抱きました。また、もう一つの理由は、
国際化が進むなかでテストや入試で良い点をとるための暗記英語ではなく、
話せる・聞き取れることが重要だと私は考えます。実際に小・中・⾼校と英
語を勉強してきたのに大学の外国人講師とあまりコミュニケーションを取る

ことが出来なかったので、英語の授業を楽しく話せる・聞き取れる、そして、しっかりコミュニケーションが取
れる生徒を育てたいと感じたからです。
私が中野中学校在学中に一番記憶に残っていることは、輝翼祭で３年間伴奏を行った事です。伝統あるこの行
事で３年間伴奏できたことはとても良い経験・時間を過ごせたと今振り返ると思い出します。学年やクラスで団
結して行うことは素晴らしいことだと思います。
教師になるために、生徒と共に学び合いながら、沢山交流をして３週間頑張りたいです。よろしくお願いいた
します。

○部活動の新入部員が加入し新体制でスタートしました。
令和 3 年度

部活動加入数（入部届数）

部活名

男

バスケットボール部

17 18

３５

ソフトテニス部

32 25

５７

陸上競技部

33 13

４６

卓球部

20 11

３１

剣道部

6

9

１５

18

１８

バレーボ−ル部

女

計

ハンドメイド部

4

14

１８

美術部

4

16

２０

吹奏楽部

1

14

１５

6 月の学校行事予定

バレーボール部

神奈川県中学校バレーボール選手権大会出場
6 月 5 日（土）

（藤沢

藤ヶ岡中）

○相模原市中学校春季バレーボール大会…3 位
○相模原市⺠バレーボール選手権…3 位

（現時点での予定ですので、各学年の行事予定等で確認を願います）

2 日（火） 6 校時 生徒総会
４日（水）

部活動の情勢

教育相談①

教育実習終了

13 日（日）

教育相談➁ 14 日～17 日（木）放課後学習可（16:30 下校）

7 日（月） J サプリ（14:30～15:20）教育相談③
８日（火）

18 日（金）

定期テスト 下校 １２：２０

教育相談④ 21 日（月）

定期テスト 下校 １２：４０

22 日（火）

定期テスト 下校 １２：５５

23 日（水）

委員会活動

9 日（水） 給食集金・PTA 会費集金日
10 日（木） 歯科検診 9:00（1 年＋3 年 3 組）

教育相談⑤ 24 日（木）
11 日（金） 朝学習可（7:40～）

テスト前 部活動なし

教育相談⑥

28 日（金）

評議会

PTA 本部会（19 時）

学習診断テスト（全学年）

編集後記 家族と一緒に“ポツンと一軒家”という民放の番組を楽しみに見ています。衛生写真でポツンと
一軒家を見つけその場所を訪れるという内容です。どうして、こんな人里離れ、不便な場所に暮らしている
のだろうと思いがちですが、どの一軒家もそこで暮らしている人は、楽しげで生活することに誇りをもって
いる素敵な生き方をしています。みなさんは、どこで、どんな生活をして生きていきたいですか？そのため
には…何をすればいいでしょうか。６月は、定期テストがありますね。描いてみようテスト後の理想の自分
の姿を…。それをめざすためには、逆算して見ると、何をすれば良いか見えてきます。そうやって自分の描
いたストーリーを完結する力をつければ、理想の自分の姿、生き方が手に入りますよ。頑張れ中野中生！！

