
 

 

 

 

 

 

  

Spring has passed,  

and the white robes of summer  

are being aired 

on fragrant Mount Kagu－ 

beloved of the gods. 

 

これは、百人一首の中の和歌を英訳したもので

す。どの歌かわかりますか。持統天皇の「春過ぎ

て 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香

具山」です。(ピーター・Ｊ・マクミラン著「英

語で読む百人一首」（文春文庫）より) 

このように、日本の古典作品や文学作品の多く

が英語や各国の言語に翻訳されて、世界中で読ま

れています。また、我々も海外の古典作品や優れ

た作品を読むことができます。それにより、国を

越えて世界中の人々が、お互いのものの見方や感

じ方、考え方を知ることができます。共通すると

ころもありますが、異なった点もあるでしょう。

しかし、それらを知ることによって、多様な人々

の多様な考え方を理解することができます。 

現代は、グローバル社会であるといわれていま

す。国を越えて、多様な人々と協働していくこと

が求められています。皆さんが社会人になるころ

は、ますますその傾向が強くなっていることでし

ょう。なぜなら、現在の様々な課題は、一つの国

の努力だけでは解決することができないからで

す。世界の国々が協働しなければ、解決すること

ができません。 

そこで、国際連合が、世界をよくするための 

１７の目標を定めました。これを「SDGs

（Sustainable Development Goals）」といいま

す。日本語では、「持続可能な開発目標」と翻訳

されています。「持続可能」とは、地球が私たち

の住める環境であり続けるようにという意味であ

ると同時に、私たちが取り組み続けられることを

しよう、という意味があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            校長 小幡 政明 

鉢山中学校は、昨年度より「SDGs」に取り組

んでいます。「アートマイル国際協働学習」（文部

科学省、外務省後援）に参加し、台湾のフへ中学

校とオンラインで交流しました。「６ 安全な水

とトイレを世界に」「１４ 海の豊かさを守ろ

う」について調べ、調べたことを互いに発表し合

い、解決策について話し合いました。話し合った

ことを共同制作の壁画にまとめて発表しました。 

 

下半分が鉢山中学校 上半分がフヘ中学校 

今年度は、インドネシアの中学校と交流してい

く予定です。テーマは、「13 気候変動に具体的

な対策を」「15 陸の豊かさも守ろう」です。 

 夏休みに、このどちらかの課題について調べて

みましょう。そして、どのような解決策があるの

かを考えてみましょう。9月以降に相手校との交

流を開始する予定です。 

この取り組みを通して、皆さんが、多様な人々

と、互いの考えを尊重しながら協働する力を身に

付けることを願っています。 

   令和４年７月11日  

渋谷区立鉢山中学校 学校だより 
           挑戦（Challenge） 創造(Create) 対話（Communicate） 

 

 



 

 

 

6月 4日（土）運動会を開催しました。前日に

雨が降り、準備を中断したため、早朝から再度準

備を始めて予定通りの時間に運動会を開催するこ

とができました。当日は雨に降られることもな

く、気温もそれほど高くなく、まさに運動会日和

となりました。 

 入場行進 選手宣誓 

  

 赤白応援合戦 

 １００ｍ走 

 

 1年学年種目「台風の目」 

 

 障害物競争 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２学年種目「一翔懸命（大縄跳び）」 

  

３学年種目「進撃のムカデ」 

 

鉢中ソーラン 

 

 

 
 

 4色対抗リレー 

 

令和 4年度 鉢山中学校 運動会 

 



 

 

 

6月２９日（水）～7月 1日（金）、３年生は２

泊３日で修学旅行に行ってきました。酷暑の中の

旅行となりましたが、全員無事に帰ってくること

ができました。今回は広島・京都という移動距離

の長い修学旅行でした。それぞれの場所で学ぶこ

とがたくさんあり、まさに盛りだくさんの修学旅

行となりました。今回の旅行で学んだことを夏休

みなど少し時間をかけてじっくりと振り返ってほ

しいと思います。 

 第1日 

 品川駅出発→広島駅到着 

  市電に乗り換えて、平和記念公園へ移動。 

 公園内の慰霊碑を班ごとに巡り、その後、被

ばく体験者の講演を聞き、広島平和記念資料

館を見学しました。 

 

 フェリーに乗り宮島へ 

  バスで港まで移動

し、フェリーで宮島

に渡りました。宮島

で 1泊です。 

 

 

第２日 

 厳島神社見学 

  早朝の厳島神社見学。ほとんど貸し切り状

態でした。残念ながら改修工事のために大鳥

居は見られませんでした。 

 

 

 

 

 広島駅→京都駅へ 

  京都駅に着いたら、班行動です。市営バス

及び地下鉄の 1日乗車券を使って、計画通り

に行動します。これまでの班行動の集大成。

全班時間通りに宿舎に到着しました。 

 
 

 
 

第３日 

 京都市内タクシー行動 

  前日に回れなかったところを中心に班別に

タクシー行動です。酷暑の日だったのでタク

シー移動は大助かりでした。 

 

 

 

 
 京都駅→品川駅（解散） 

3 年生 修学旅行 

 



 

 

 

  

1年生 プログラミング授業 6月2４日（金） 

 1年生にとっては、中学生になって初めてのプ

ログラミングの授業です。これは、鉢山中学校が

株式会社 MIXIと連携して、毎年行っているもの

です。TAKE A STEP TOWARDS PROGRAMMING 

略してテカステと呼んでいます。画面のキャラク

ターをプログラムコードを入力して、動かしてい

きます。ゲーム感覚で、楽しみながら自然とプロ

グラミング技術を学ぶことができます。1年生は

この後、3時間プログラミングの技術を学びま

す。次の授業も楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月の予定 

１ 金 就学旅行（3年）終 

２ 土  

３ 日  

４ 月 全校朝礼 安全指導 

５ 火 職場体験（2年）始 

６ 水 専門委員会(1.3年) 

７ 木 職場体験（2年）終 第 1回進路説明会 

８ 金 個別面談始 避難訓練 救命講習(1年) 

９ 土  

１０ 日  

１１ 月 生徒会朝礼 職場実習（I組）始 

１２ 火  

１３ 水  

１４ 木  

１５ 金 個別面談終 職場実習（I組）終 

１６ 土  

１７ 日  

１８ 月 海の日 

１９ 火 租税教室(3年) 

２０ 水 全校集会 大掃除 

２１ 木 夏季休業日始 区連合陸上練習始 

２２ 金 学校運営協議会 

２３ 土  

２４ 日  

２５ 月  

２６ 火  

２７ 水 区連合陸上練習終 

２８ 木  

２９ 金 恵比寿駅前盆踊り大会 

３０ 土 恵比寿駅前盆踊り大会 

３１ 日  

８月後半の予定 

２２ 月  

２３ 火 区連合陸上練習始 夏季補充教室始 

２４ 水  

２５ 木 区連合陸上練習終 夏季補充教室終 

２６ 金  

２７ 土  

２８ 日  

２９ 月 夏季休業日終 

３０ 火 全校集会 安全指導 

３１ 水 専門委員会 

6月のチャレンジ 

      部活動の記録 

令和 4年度  

渋谷区中学校ソフトテニス選手権大会 

 

男子個人 

☆優 勝 春日良太・瀧川雅呂宇 組 

☆準優勝 立澤 学・吉澤良吉 組 

 第３位 市原采潤・今井亜久利 組 

 

女子個人 

☆準優勝 熊谷美咲・須藤 花 組 

 第３位 稲垣咲良・澤あかり 組 

 

☆男子団体 優勝   ☆印は都大会進出 

☆女子団体 優勝          



 


