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        横浜市立あかね台中学校 
 

 

学校教育目標 『学ぶ・鍛える・共に生きる』 
 

(１) 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】 

(２) 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】 

(３) 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】 

(４) 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】 

(５) 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】 

 

羽ばたく 3 年生、受け継ぐ１・2 年生 

副校長 高橋美光 

 

 平成２８年度も残り１か月となりました。2月 17 日は“春一

番”の強い南風が吹き荒れ、季節の移り変わりを感じます。思い

起こせば、昨年の 11月 24日にはうっすらと初雪が積もり、連

続して大雪が週末を襲った３年前の冬の寒さを覚悟しましたが、

比較的穏やかな天候に恵まれたこの 3 ヶ月であったと思います。

特に 3 年生の出願日や入試当日が傘を必要としなかったことに

安堵を覚えました。 

さて、３年生にとっては中学校への登校が残り少なくなり、3

月 10 日の卒業証書授与式を迎えます。３年間、仲間と歩いた通

学路や教室で聞こえる笑い声、そして担任の学活…。授業に来る見慣れた先生の口癖や掃除時間の

喧噪などなど、今まで“当たり前”だったことが、間もなく終わろうとしています。 

『どこでプレーしても、俺の成長はあるわけで…』とはイタリアのプロサッカーチームＦＣミラ

ンに在籍する本田圭祐選手の言葉です。「自分の進む先はどこか」ということより「自分は進む先で

どれだけ成長できるのか」がより重要であることを語っています。 

 

9 年間の義務教育を終える 212 名の 3 年生の皆さん、次のステージでは今まで以上に主体的な

学習や行動力が求められます。新しい環境に進むことに不安もあるでしょう。しかし皆さんは学校

教育目標の「学ぶ」「鍛える」「共に生きる」を 3 年間で培い、進路選択や入試での経験を乗り越え

ました。体育祭での応援や合唱コンクールで、支え支えられることの素晴らしさも体感しました。

それらの経験に大きな自信を持って、不安を打ち消してください。次のステージで、さらに成長さ

れることを祈っています。そしていよいよ次は

１・2 年生の番です。羽ばたく 3 年生の姿をし

っかりと目に焼き付け、受け継ぎ、それを超え

られるような学年に成長してほしいと思います。 

 保護者・地域の皆様、子どもたちはそれぞれ

学年の最後のまとめにしっかりと取り組んでい

ます。今後とも本校の教育活動にご理解・ご協

力をよろしくお願いいたします。 

マンサク 

ゼラニウム 



次のステージに進む三年生へ…… 

春は別れと出会いの季節です。本校も３月１０日（金）には、卒業証書授与式が行われ、第６回卒業生を送り出

します。勉強や部活動、行事や生徒会の活動に全力で取り組みリードしてきた３年生。体育祭の応援団で見せた力

強さ、合唱コンクールの素晴らしい歌声。つい昨日のことのように思い出されます。 

 いよいよ巣立ちのときです。充実した時間を共に過ごした仲間との別れは、寂しく切ないものですが、皆さんの

前には新たなステージが待っています。後輩たちも先生たちも新しい世界での皆さんの活躍を心から祈っています。

職員を代表して、学年主任の先生方から、お祝いのメッセージをいただきました 

 

      １学年主任 木村恵美子  

３年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。昨年の 4月にあかね台中学校に赴任してき 

  た私を温かく受け入れていただきまして、ありがとうございました。この 1年間、あかね台中学 

校の顔である３年生の活躍ぶりを目の当たりにし感激の毎日を過ごさせていただきました。開校 

６年目とはいえ、しっかりと伝統を作りそれを根付かせている３年生の姿に下級生は憧れと尊敬 

の眼差しを向けていました。卒業式もきっと感動の嵐が沸き上がることだと思います。 

みなさんの行く道に幸あれと願っています。 

 

 

 

 ２学年主任 青木 正  

   ３年生のみなさん、いよいよ卒業ですね。きっと素敵な旅立ちになるだろうと、期待と淋しさ 

が混ざった気持ちで過ごしています。黄色学年といえば、何をしても“立派”な取組ができてい 

て、下級生としては「頑張っているのに追いつけない・・・」という高嶺の花のような存在でし 

た。ずっとずっと、しっかりとした姿で“あかね台”を引っ張ってくれたことを心より感謝しま 

す。この先みなさんが、ここで学んだことを活かし、どんな時でも“健全で前向きな心”をもっ 

た人であることを願っています。たくさんの想い出をありがとう！！ 

 

       

   

 ３学年主任  石川 祐美子  

  みんなと過ごした３年間。本当にあっという間でした。当たり前のように過ごした毎日がもうす 

ぐ終わりということが信じられません。「先生、泣いちゃう？」という言葉にも、うるっとしてしま 

います。それくらい、この３年間は充実した毎日でした。がんばる姿、みんなの笑顔…今、頭に思 

い浮かぶのは、そんなみんなの姿です。 

   最近、いろいろな人と関わる中で、みんなのことを考え、支えてくださっている人がたくさんい 

ることを、あらためて感じました。そんなみんなは卒業までの日々を、そんな人たちへの感謝をこ 

めた日々にしてください。そして、卒業式はみんなで同じ気持ちで迎えられたら最高です。最後ま 

で Team Yellowの絆をみせてください。いつも応援しています。 

   



                          

  

 

 本校では、国語科の授業で百人一首に取り組んでいます。古典に親しむ良い教材として、楽しみながら歴

史的仮名遣いを学んだり和歌のリズムを味わえます。12 月には、「ちらし取り」で一人一人の力を見、チー

ム分けのデータにします。冬休み中に暗記用の手作りカードで覚えたり、家族と実戦したり、それぞれ努力

して力を伸ばしました。特に 1年生は百人一首初体験の人も多く、慣れるまで大変だったようです。放送委

員会が昼休みに流してくれる放送に合わせて練習するグループもあり、大いに盛り上がり本番を迎えました。 

 今年は大流行ではありませんでしたが、1月になるとインフルエンザの人も出始めました。キャプテン不 

在で源平戦の練習をするなど、大会の実施も心配されましたが、2年は 1月 30日（月）、1年は 2月 2日 

（木）に予定どおり実施することができました。クラスによっては、お休みが多いクラスもありましたが、 

みんなでカバーして臨みました。 

 大会は学級対抗で、源平合戦という団体戦で競技をします。各クラス１２チーム（１チーム３人程度）作 

り、抽選で決まった他クラスのチームと対戦し、１回戦・２回戦の勝ち点の合計でクラスの順位が決まりま 

す。上の句の最初でガンガンとってしまう迫力と、次の歌を待つ真剣な表情と緊張感。両日とも、熱い戦い 

が繰り広げられました。保護者の皆様も多数応援に来ていただき、ありがとうございました。 

大会の結果は、次のとおりです。 

         １学年                     ２学年                     ３学年 

      優 勝  ５組            優 勝  ２組           優 勝  ６組 

          準優勝  ４組           準優勝   ６組           準優勝  ５組 

  

おめでとう ございます！！ 

 

 そして、２月２４日（金）には、３年生の百人一首大会が行われました。３年生は、前日から卒業期の特別

時間割が始まり、ＴＤＳへの卒業遠足を思いっきり楽しんできたところです。前の週には、公立高校の選抜試

験があったばかり。受験勉強で、１、２年のように練習できませんでしたが、みんな、中学校最後の百人一首

を楽しんでいました。中学校で身に付けた古典の知識・教養が生徒たちの情緒を豊かにしてくれればとてもう

れしいです。熱戦の結果、優勝は３年６組、準優勝は３年５組でした。 

 そして、教室に戻ってから、P・T・Aのお母さん方が作ってくれた豚汁をいただきました。体育館で冷え

た体に、あったかい豚汁は最高です。とっても幸せなひとときでした。ありがとうございました！！ 

 

 

 百人一首は学年ごとの大会だけではありません。希望者が二人一組で参加する個人戦も毎年行っています。

今年は４８チームがエントリーし、2月 17日（金）に道場にて、3回戦まで行いました。ちょうど公立高校

の入試の時期と重なり、３年生の参加は少なめでしたが、1、2年生が多数参加し、活躍しました。個人戦は、

希望者が参加するだけあって、どのチームも腕に覚えのある人たちで、学年を越えた熾烈（しれつ）な戦いが

繰り広げられました。 

そして、2月 2４日（金）、図書館にて、準々決勝から決勝戦まで行いました。勝ち進んだ 8チームはどの

チームも強く、最後まで勝敗がわかりませんでした。激しい戦いを制してあかね台中の頂点に立ったのは、

２年女子のペア、準優勝は 3年男子のペア、3位は 2 年のペア二組でした。 

 これでしばらく百人一首とお別れですが、1・2年の皆さんは、また来年頑張ってくださいね。 

今年も白熱！百人一首大会 

 

あか中クイーン決定！！ 

 



今、あか中は・・・ 

学年末テストも入試も終え、卒業式を間近に控えた今、生徒たちはどんな風に過ごしているのでしょうか。 

3年生 

 2月 23日（木）の卒業遠足（ディズニーシー）を皮切りに、特別時間割が始まりました。百人一首大会、

球技大会、お楽しみ会など楽しい行事の他に、地域の方の講話、助産師さんや薬剤師の先生のお話、救急救

命講習、大掃除など学校を巣立つ準備が着々と進んでいます。もちろん、素晴らしい卒業式にするための式

練習や歌練習もしっかり取り組んでいます。仲間や先生たちと過ごせる時間も大切にしています。 

1・2 年生 

 2 月上旬は、「3 年生を送る会」や卒業式に花を添える、「花文字」作りに取り組んでいました。クラス

みんなで無心に花を作るのはなかなかいいものです。また、各部活動の３送会の準備が始まっていて、先

輩に贈る色紙の準備が進んでいます。歌練習にも取り組んでいて、歌声で先輩たちを泣かせるぞ、と意気

込んでいます。 

 また、来年度の校外行事の事前学習にも取り組んでいます。1 年生は自然教室で行く長野について、2

年生は修学旅行で行く京都・奈良について調べました。壁新聞も完成し、現在は、3 月に行う学習発表会

の準備を進めています。2 年は 3 月 14 日（火）、1 年は 3 月 17 日（金）に体育館にて行います。今の

クラスで取り組む最後の大きな活動です。どのクラスもみんなで協力して良い思い出を作ってくださいね。 

保護者の皆様もぜひ見学にいらしてください。 

 

 

○国語科 

横浜市総合文化祭書写展出品 

  2年：1名 

青葉区中学校書き初め展 

  ３年：1名 

  2年：1名 

  1年：1名 

 校内書き初め展で金賞を受賞した人の中か 

ら、各学年1名に条幅の作品を書いてもらい、 

区の書き初め展に出品しました。 

 現在、職員室前に掲示してあります。 

 

○美術部 

 平成 28年度横浜市立学校綜合文化祭 開催ポスター原画展 

   優良賞 3年：1 名 

 

平成 28 年度 緑化運動・育樹運動コンクール 

   ポスター部門   

    銅賞 2年：1 名 「緑に思いやりを」 

 

第 7６回 全国教育美術展 



    入選 ３年：1 名 

                            

 第 2８回 読書感想画コンクール横浜地区審査 

   優良賞 ２年：1 名 「今を懸命に生きる」 

   優良賞 ２年：1 名 「ワンダーランドの消滅」 

   佳作賞 2年：1 名 「幸せとは」 

佳作賞 2 年：1名 「蛍の奇跡」 

 

 第 50 回 神奈川県中学校美術展 

   優良賞 3年：1 名 

 

○卓球部 

 青葉区初心者卓球大会  

男子の部   ベスト８ 2年生（2 名） 

 

○バドミントン部 

 神奈川県中学校バドミントン大会 

   男子ダブルスルス  ベスト８  2年生 1ペア 

   女子シングルス   ベスト 16  2 年生 1 名 

 



定期演奏会のご案内 
 

６回目となる定期演奏会は、創部初めてとなるオーケストラ曲に挑戦します。また、大人気映画

や話題となったあのドラマの主題歌なども演奏します。毎年恒例となっています３年生による音楽

劇は「塔の上のラプンツェル」を上演いたします。ぜひ皆さんでおこしください！ 

 

   横浜市立あかね台中学校吹奏楽部 

第６回 定 期 演 奏 会 
   

  日時；2017 年 3 月 31 日（金） 

       開場 16：00 

     開演 16：30 
 

  場所：青葉公会堂 （市が尾駅から徒歩 8 分） 

 

  ～プログラム～ 

    ハンガリー民謡による変奏曲「くじゃく」より 

「君の名は。」コレクション 

     真田丸             他 
 
  

 

 

音楽部のスプリングコンサートも今年で 4回を数えます。会場も長津田駅そばの「みどりアート

パーク」で、とても近いです。ぜひ、春のひとときを素敵な音楽とともにお過ごしください。 

     

横浜市立あかね台中学校音楽部   

      第 3回スプリングコンサート 

   日時：平成 2９年 3 月 2７日（月） 

      開場：1８:00  開演：1８:30 

    場所：みどりアートパーク 

      ～プログラム～ 

      【リコーダー】 クヴァンツ作曲  「二重奏曲」 

              ローゼンヘック作曲 「ハンブルクの一日」 

      【合唱】    相澤 直人作曲     「ぜんぶ」 

              木下 牧子作曲   「おんがく」  他 


