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『学ぶ・鍛える・共に生きる』

生活や学習の基礎基本を通して、主体的に課題を見いだし解決する力を身につけた生徒を育てます。 【知】
礼儀や規律を大切にし、夢や希望、感謝の心をもった生徒を育てます。
【徳】
心身共に健康で、自他の生命や自然を尊重する生徒を育てます。
【体】
社会の一員としての自覚と責任をもち、よりよい社会を実現しようとする生徒を育てます。
【公】
体験を通して自らの可能性を知り、広い視野に立ったものの見方や考え方を身につけた生徒を育てます。【開】

実りの秋

年度の折り返し地点

～前期から後期へ～
校長 濵本

貴康

～実るほど頭を垂れる稲穂かな～ 朝夕の風に、秋の気配を感じる今日この頃、恩田川や奈良川沿いの水
田の稲穂が黄色く頭を垂れ、かかしの仕事もあと少し、収穫の時期を待っています。今年の夏も、猛暑、酷
暑という表現がぴったりの日が続き、突然の豪雨、落雷、記録的大雨による洪水や土砂崩れ、河川の氾濫が
起こりました。被災された方々の心情を察すると胸が痛みます。一日も早い、復旧復興を願わずにはいられ
ません。
この夏休みを中心にした部活動の大会やコンクール。私は６月の部活動壮行会で、子どもたちに、
「試合・
コンクールに出る人も出ない人も、それぞれが自分の役割を果たし、全力を発揮できるチームを目指すこと
こそ、その大会で活躍し、多くの応援を受けるに値します。
「チームあかね台」として、臨んでください。努
力は裏切らない。これまでの長い練習に比べれば、試合・演奏・作品制作の時間はほんの一瞬です。この一
瞬のために、皆さんは頑張ってきました。当日は、緊張やプレッシャーをバネに「あかね台中」の代表とし
て、礼儀とマナーを大切にし、集中力と最後まであきらめない気持ちで精一杯、実力を発揮してください。
皆さんの健闘を祈ります。
」と話しました。各部結果は様々でしたが、子どもたちは期待にたがわず、区・市・
県・関東・全国大会を舞台に最後まであきらめず、精一杯取り組み、また、仲間を応援し、立派な成果を残
しました。その裏には、子どもたちを支える保護者・先生方の姿がありました。まさに、学校教育目標「学
ぶ 鍛える 共に生きる」を見る思いです。
夏休み後の一週間、本校では「キャリア教育週間」として、地域の方々や関係機関のお力をお借りし、1
年生「出前授業による食育教室」
「職業講話」
・2 年生「職場体験」
・3 年生「出前授業による租税教室」を実
施しました。子どもたちにとって、自分の将来について考えるよい機会になりました。この間、職業講話の
中で、特に、私が印象に残った「としの助産院 野口としの先生」が示された「子育て四訓」を紹介します。
１ 乳児期には（しっかり）肌を離すな
３ 学童期には（手を離せ）目を離すな

２ 幼児期には（肌を離せ）手を離すな
４ 思春期には（目を離せ）心を離すな

前期を終える節目の今、子どもたち一人ひとりが、クラス・部活などで良か
ったことや改善するともっと良くなることを改めて考え、具体的な目標を掲げ、
小さな一歩から目標に向かい動き出し、行動する。充実した実りの秋になるこ
とを期待しています。
保護者・地域の皆様、今後とも本校の
さまざまな教育活動に、ご理解・ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

ｵﾆｸﾞﾙﾐ↑
ｶﾘﾝ→

1 年生職業講話
8 月３１日（水）にキャリア教育の一環として、様々な職種の方を講師としてお招きし、
「仕事のやりがい」
「大
変なこと」などをお話ししてくださいました。お仕事の内容を分かりやすく説明するために、様々な工夫をしてく
ださいました。1 年生も真剣にメモをとったり、たくさん質問したり、プロの技を見せていただいたり、実際に体
験させていただいたり、盛りだくさんな 2 時間となりました。
５０分を一コマとして 2 コマ開催とし、必ず２つの仕事のお話を聴くプログラムとなっており、希望した関心の
ある仕事のお話を聴くことができ有意義な時間となりました。地域コーディネーターの方ともご相談し、事業所を
紹介していただいたことにより、昨年度よりも多くのコースを設けることができました。
プロの方の話や技を学び、自分の「夢」をイメージしたり、
「働くこと」
「進路」
「自分には何が向いているのか」
などを考える貴重な機会となりました。

【ご協力いただいた、事業所の皆さま】
青葉警察署・青葉消防署奈良消防出張所・山内図書館・東京ガス・タウンニュース・はらの弁当
あかね台光の子保育園・町田調理師専門学校・ＪＴＢ・恩田地域ケアプラザ・としの助産院
クラーク記念国際高等学校 秋葉原ＩＴｷｬﾝﾊﾟｽ 声優コース
クラーク記念国際高等学校 秋葉原ＩＴｷｬﾝﾊﾟｽ コミックコース
１２事業所（１３コース）敬称略
※受付など、ＰＴＡの皆さまにもご協力いただきました。ありがとうございました。

３年生 税について学ぶ
８月２６日（金）に講師の先生をお招きして、税の教室を行いました。目的は中学生がどのように税に関
わっているのか、今後大人になるにあたって税との付き合い方を学ぶというものでした。体育館では生徒が
講師の先生の講話に耳を傾け、真剣な眼差しが印象的でした。生徒からの質問も飛び交うなど、活発な生徒
の活動も見られました。講話の後は各教室で税についての作文を書きました。公民の授業でも取り扱う「税」
についてより深く学ぶことができ、生徒にとっては有意義な時間になりました。

毎年恒例となっております、
「卒業生のコサージュ作り」の準備が始まります。可能なかぎり
の短時間でお手伝いをしてくださる方も歓迎いたします。卒業生の保護者の方だけでなく 1 年
生や 2 年生の保護者の方のご参加もお待ちしております。
日時：１０月２１日（木） ２２日（金） 文化祭開催時間（常時）
場所：地域交流室 （受付近くテーブル）
作業内容：コサージュを作るための、数種類のパーツづくり。
※メインはパーツをまとめてコサージュにする作業
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サッカー
綾瀬市招待サマーカップ 優勝
野球
青葉区夏季野球大会

ソフトテニス（男子）

３年生７月２４日横浜市立あかね台中学校チーム
青葉区ソフトテニス大会（優勝）

ソフトテニス（女子）

３年生７月２４日 A チーム 青葉区ソフトテニス大会（優勝）
３年生７月２４日 B チーム 青葉区ソフトテニス大会（３位）
２年生８月４日
横浜市民大会ソフトテニスジュニア
中学１・２年生団体の部（５位）

バドミントン

市総合体育大会 男子シングルス 優勝
女子団体
ベスト８（第 5 位）
女子シングルス
第 3 位⇒県大会出場
女子ダブルス
第3位
県総合体育大会
男子シングルス
第 3 位⇒関東大会出場
女子ダブルス
第5位
全日本ジュニア横浜市予選大会
女子シングルス 第３位⇒県大会出場

陸上競技部
青葉区大会 ７月２９日 三ツ沢
男子 総合優勝
女子 総合優勝

男女総合完全優勝

第４４回 関東中学陸上競技大会 ８月８日～９日
男子
共通 １５００ｍ
４’１２”２９
共通 １１０ｍH
１４”７９
共通 四種競技
２５１３点
共通
４×１００ｍ
４３”７０
女子

３年 １００ｍ

東京都・駒沢
第６位
第７位
第５位
第２位

１２”７

第４３回 全日本中学校陸上競技選手権大会 ８月２１日～２４日 長野県・松本平
男子
共通 １５００ｍ 予選 ４’０４”６７
決勝 ４’１５”９７ 第１４位
共通 １１０ｍH 予選
１４”２８
準決勝
１４”３０
決勝
１４”２４ 第５位
共通 四種競技
２７１４点
第９位
１１０ｍH １５”０２ 砲丸投
１２ｍ４６
走高跳 １ｍ８３ ４００ｍ ５５”４８
女子
共通 １００ｍH １５”６１

優勝

吹奏楽

７月２５日 横浜吹奏楽コンクールＢ部門 金賞
奈良納涼祭＆あかね台まつり演奏
クイーンズスクエアみなとみらい演奏

音楽部

横浜市立学校総合文化祭

リコーダーコンクール

最優秀賞 三重奏
優秀賞
四重奏

外部団体

８月４・５日 硬式テニス関東大会女子シングルスベスト３２
８月２日
横浜市立中学校総合体育大会 水泳競技の部
２００M バタフライ 第３位 ２００M 平泳ぎ 第５位
８月１４日 神奈川県中学校総合体育大会 水泳競技の部
２００M バタフライ 第５位
９月１８日 神奈川県中学生水泳競技大会 新人戦
５０M 平泳ぎ
第３位
５０M バタフライ 第３位
女子４００M メドレーリレー 第５位

国語科

第６６回 横浜市立中学校 席書大会
硬筆の部
3 年 トップ１０入り ２７４名中
1年
優秀 トップ１０入り １８９名中
佳作（１名）
毛筆の部
3 年 佳作（１名）
2 年 佳作（１名）
１年 佳作（２名）
※トップ１０に入った二人は 1 月に横浜市民ギャラリーで行われます
「総合文化祭」でも、優秀作品として展示される予定です。

