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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】
h
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】
ttp://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tan/
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】

「新緑から濃緑へ」

学校長

栗原

秀樹

新緑の淡い緑が少しずつ濃さを増すように、子どもたちも新しい学校やクラスにも少し慣
れ、元気に日々の生活を送っています。御家庭での様子はいかがでしょうか。何かお子さまの
ことで、心配な事や気になる事がございましたら遠慮なく担任や顧問まで御連絡ください。
さて、４月には、３度目となった小中合同の引き渡し訓練を行いました。緊急メールを３校
同時に発信し、小中学校に兄弟姉妹がいる家庭には同時に引き渡しを行うという訓練でした。
９割以上の家庭が引き取りに来てくださり、改めて家庭における防災意識の高まりと緊急時の
対応が現実問題として捉えられていることを認識しました。一方、緊急メールを受信されない
御家庭への電話連絡では、電話そのものの利用が難しい状況であれば、個別に行なう人手と情
報手段確保に課題があることも明らかになりました。
また、５月 10 日（水）には、平成 29 年度第一回学校運営協議会を開催いたしました。12
名の地域・保護者代表の皆様への委嘱が教育委員会により行なわれたのに続き、会長、副会長
の指名・承認が行なわれました。今回は、本校の中期学校経営方針の説明及び承認から始まり、
昨年度の市学状の調査結果の説明などを行いました。子どもたちの状況を把握していただくと
ともに、本校が進めている取組に対し貴重な意見をいただくことができました。中でも、学習
面では、もっている知識を活用する力を高めることや、学ぶ楽しさや意欲を高める指導をより
一層高めてほしいといった要望をいただきました。一方、教職員の多忙感や負担感を減らす組
織的な対応を工夫してほしいといった意見もいただきました。今後、この方針に基づき学校が
運営されていきますので、御理解・御協力をよろしくお願いいたします。（中期学校経営方針
は学校Ｗｅｂページに掲載しますので御覧ください。）

この茂みの中
にいます。見え
るでしょうか。

中庭の茂みの中でカルガモが抱卵しています。
練習中の野球部員がみつけました。
※『プリムラの泉』や学校周辺でも何度も見か
けられています。技術員さんが撮影しました。
現在、札を立てて保護しています。温かく見守
っていきたいと思います。
『プリムラの泉』は前校長の発案でつくられたビオト
ープ。名前を付けてくれたのは生徒会で募集をして決ま
りました。防災かまどの隣にあります。癒しの場です。

校外行事がスタート！
＊各学年の先生にお話をうかがいました。

●１学年 遠足 ５月３０日（火） 場所：三浦ふれあいの村
スローガン『M みんなで I いい思い出をつくろう U うきうき
R

れんけい

A

あいさつ

』

Q どのような活動をしますか？
A お互いのよさを認め、仲間と協力し、信頼することや助け合う心などを今以上に育てる活動。
Q 今年の遠足の目玉は何ですか？
A クラスごとにインストラクターの方のご指導のもと、グループレクリエーションを行います。また、クラス
レクとして「８の字跳び」と「ドッジボール」を行う『オムライスグランプリ』を開催します！
Q これまで、どんな準備をしてきましたか。
A 事前学習で、三浦の自然や地域や産業について自分の興味関心をもった小テーマを設定し「事前学習レポー
ト」を作り各クラスの前に掲示しています。
Q この遠足を通して、どのような力をつけてもらいたいですか？
A 新しく出会った仲間と力を合せ、一つの行事を成功させてほしいです。また、自分の役割をしっかりと果たす
ことで信頼し合える仲間になってほしいです。

●２学年 自然教室 ５月２１日（日）～２３日（火） 長野県白樺湖方面
スローガン 『１本ではつくれない、大きな森を赤学年の絆でつくりだそう！！』
Q、どのような活動をする予定ですか？
A、1 日目は野外炊事とオリエンテーリング、２日目はハイキングとキャンプ
ファイヤー、３日目は鷹山ファミリー牧場で体験学習をする予定です。
Q、野外炊事では、何を作りますか？
A、王道のカレーライスです。作り方のコツなどをしっかりと学んでおいしいカレーを目指します！
Q、牧場体験では何をしますか？
A、トラクター乗車、乳搾り、魚つかみ、ソーセージ・バター作りです。自分で作ったソーセージやバターを食べ
るのが楽しみです。牧場のソフトクリームはとてもおいしいそうです！
Ｑ、今、どんな準備をしていますか。
Ａ、実行委員と有志でスローガン幕を作りました。クラスでは、キャンプファイヤー
のスタンツ練習をしています。当日の天気が晴れになるように祈っています！
Q、この自然教室を通して、どのような力をつけてもらいたいですか？
A、絆が深まること。助け合い、学び合う心が今まで以上に育ってほしいと思います。そして自然や人との触れあ
いの中で自分や仲間の良さを改めて発見してほしいです。

●３学年 修学旅行 ６月５日（月）～７日（火） 京都・奈良方面
スローガン 「感じる和 広げる輪 繋がる話～古より伝わる文化を堪能しよう～」
Q どのようなことをしますか？
A １日目は奈良方面。奈良公園や春日大社、薬師寺に行きます。２日目は京都の班別自主行動と伝統産業体験。
３日目はクラスごとに３つのコースに分かれての見学です。
Q 今年、一味違うところはどこですか？
A 例年の神戸に行かない代わりに、クラス別コースを取り入れているところです。２・４組は A 嵐山コース
５・６組は B 大原コース、１・３組は C 宇治コース。それぞれ魅力的なコースなので堪能してほしいです。
Q この修学旅行を通して、どのような力をつけてもらいたいですか？
A 校外学習の集大成として「計画力」そして「実行力」でたくさんの発見・学び・感動を味わってほしいと思い
ます。

赤組

創立７年目を迎える体育祭
平成２９年度体育祭スローガン
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６月２２日（木）、あかね台中学校の第７回体育祭が行われます。先日の朝会で公開抽選会が行われ、クラ
スの色分けが決まりました。今年は１・２年生が５クラスなので単級になるクラスは、競技にも応援団にも多
くの人を選出することになりますが、積極的に頑張っています。学年練習も始まり、整列・行進・駆け足での
移動など、体育的行事らしく、きびきびした行動で爽やかに練習しています。
本校の体育祭は、縦割り三色（赤・白・青）の色別対抗戦です。生徒たちは、100 メートル走と選択種目
（大繩跳び・難関突破・大玉競争・綱引き・学級対抗リレー）のどれか 1 種目と、学年種目に出場します。今
年度の学年種目は、１年生は「騎馬リレー」。３人の騎馬の上に一人騎手が乗り、次の走者に帽子のバトンを
渡していきます。２年生は「飛びつき綱引き」。中央にある綱を目指し２色ずつ対戦します。つかんだ綱をラ
インの内側に全て引き入れたら勝利。速さと力、作戦の３つが合わさって勝利をつかむことができる競技です。
そして、３年生は勇ましくお互いの帽子を奪い合う「騎馬戦」を行います。
今年は新しい試みとして個人種目も“５０M ハードル”から“大繩”に種目を変更しました。大繩のルール
は、各色を二つのグループに分け、１分３０秒跳び、２グループの合計回数で競います。
個人種目は縦割りで昼休みに集まり、事前に走順や作戦を考えたり練習ができるような取組になっています。
３学年が力を合わせてチームワークを大事にする競技となり、今まで以上に生徒が中心となっての体育祭を作
っていく要素が増えました。新しい試みとして個人種目に工夫を加え、その点も見どころの一つになるのでは
ないかと思います。
３年女子の『演舞』と男子の『組み体操』も、毎年工夫を凝らし進化を続けていて、今年も感動を与えてく
れることでしょう。体育祭の応援団にも、すでに熱が入っています。４月末から活動が始まり、GW 明けから、
放課後 1 時間の練習。そして今週からは朝練も始まりました。元気な声が校舎内に響きわたっています。３年
生を中心に自分たちで替え歌やダンス、パフォーマンスを考えています。クラスで練習するときは、1・2 年
もクラスのリーダーとして活躍します。どの色も、総合優勝・応援賞を目指し頑張ります。どうぞ熱い声援を
お願いいたします。

陸上競技
第５２回 神奈川県中学校陸上競技選手権大会
女子共通 100ｍH
１５”３５
８位
女子共通砲丸投
１２ｍ０１
２位
卓球
平成２８年度 カデット大会
１年 14 ブロック 第３位 ２年３ブロック 第３位
青葉区大会 団体戦 優勝
横浜市大会 団体戦予選リーグ
第２位 決勝トーナメント進出 決勝トーナメント２回戦進出（ベスト１６）
男子バレーボール

横浜市大会

ベスト８

６月３日に開催される県大会に進出

女子バレーボール

春季青葉区大会 優勝
県選手権大会横浜地区予選会 横浜市ベスト８進出
（６月３日に開催される県大会に進出）

音楽
第 38 回全日本リコーダーコンテスト（平成 29 年 3 月 26 日 於：江戸川区総合文化センター 小ホール）
中学生の部 二重奏の部 銀賞
四重奏の部 銀賞
ソフトテニス（男子）
青葉・都筑地区予備選 第 5 位

バドミントン部
○平成 28 年度 青葉区中学校学年別大会（3 月 30 日・31 日に行われました）
1 年男子 シングルス
第3位
1 年男子 ダブルス
優
勝
第 5 位（２ペア）
2 年男子 シングルス
第3位
2 年男子 ダブルス
優
勝
第5位
1 年女子 シングルス
第5位
２年女子 シングルス
準優勝
第5位
2 年女子 ダブルス
第5位
○青葉区中学校バドミントン春季大会（4 月 30 日・5 月 5 日）
男子シングルス
優 勝
男子ダブルス
優 勝
第3位

