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「啐 啄 同 時」 
学校長 栗原 秀樹 

 

季節の進みを身近な生命の営みで実感しています。本校の中庭にある笹やぶの中に、鴨が巣作りをして、

５月から抱卵していました。鴨は、人の気配のある場所にあえて巣を作り、天敵から巣を守る工夫をするそ

うです。卵がかえり、ひなと親鳥が共に巣立つ日を楽しみにしていたのですが、校外行事への同行など学校

を離れた時間が多く、気付いた時には、卵の殻と羽毛が残された状況で感動の対面とはなりませんでした。

また、体育館ピロティの軒下にはツバメが営巣しています。孵化する日が楽しみです。 

さて、１年～３年までの生徒は巣を飛び出し、このひと月間でそれぞれ校外行事に出かけてきました。私

は、１年生 三浦ふれあいの村への遠足と、３年生の京都・奈良への修学旅行に同行してきました。１年生

は、グループワークを通して、仲間とのコミュニケーションを深め、クラスの団結力を高めることができま

した。これからある体育祭と文化祭に向けて、その成果が発揮し、まとまりのある学年に成長できることを

期待しています。 

修学旅行では、３年生の力を実感しました。特に、集団行動における時間感覚のすばらしさには驚きまし

た。班行動やクラス行動をしていても、バスや旅館への帰着時間はどの班も遅れることもなく、定刻に集合

しているのです。普段から、チャイムと共に授業を始める行動の成果だと思います。また、あかね台中学校

生徒としての自覚と誇りをもった行動もすばらしいものでした。３日間で観て、聴いて、感じたすばらしい

日本の伝統・文化をしっかりと記憶するとともに、育まれた仲間との一体感をこれからの中学校生活に生か

し、あかね台中学校の顔として活躍してほしいと願っています。 

ところで、卵から雛がかえるとき、雛が殻を内側からくちばしでつ 

ついて割り、自分の力で外界に出ようとします。それに呼応するよう 

に、親鳥も外側からつついて雛を助ける。そのバランスとタイミング 

が大切だという禅の教えに「啐啄同時」という言葉があります。私た 

ち大人は、日々の生活の中で、子どもたち自らが殻を内から叩いて出 

ようという時、外から殻を割る支援をタイミングよく、適度にしてい 

くことが大切だと思います。学校としても、子どもの自立を支援して 

いきますので、どうぞ御理解と御協力をよろしくお願いいたします。       京都 嵐山 竹林の道 

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】 
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 2，3 年生は昨年度から事前学習を進め、1 年生も短い期間で準備を進めてきた校外学習が実施され、3

学年とも大いに楽しんで無事帰ってくることができました。 

 5 月 21 日（日）～23 日（火）の 2 年生の自然教室を皮切りに、5月 30 日(火)の 1 年生の遠足、6 月

5 日(月)～7 日（水）の 3 年生の修学旅行と、学年ごとに学校を離れ、貴重な体験を通し、それぞれの目標

を達成することができました。特に 2，3 年生は宿泊行事ということもあり、家庭を離れ、3日間の活動を

通して仲間の新しい魅力や良さを発見することができました。 

 3 学年とも、行事を通して学んだことが、これからの行事や学校生活に活かされることでしょう。 

 

1年遠足 三浦ふれあいの村  

 黄色学年の遠足の目玉は、ふれあいの村のインストラクターの方にリードしていただいた『グループワー

クレクリエーション』と『第一回オムライスグランプリ』です。レクを通して、みんなで協力する大切さを

学び、何気ない言葉が仲間を嬉しい気持ちにさせたり悲しませたりすることに気づきました。みんなの手形

で大きな輪を作り、その中に「言われてうれしかった言葉」を書きました。（クラスの壁に掲示してありま

す）その言葉がこれからの生活の中でたくさん出てくるといいですね。 

そして、「第一回オムライスグランプリ」栄えある優勝クラスは・・「大縄八の字跳び」「ドッジボール男

子」「ドッジボール女子」で優勝し、完全総合優勝に輝いた 1 年 3組でした！ おめでとうございます！！ 

 

実行委員長の言葉 

 グループワーク・レクリエーションでは、ゲームを通して 

作ったグループで、様々な課題にチャレンジしました。はじ 

めはみんな緊張していてうまくいかなかったのですが、徐々 

に慣れてきて、お互いに考えを出し合い課題をクリアできま 

した。また、午後はグループワークで深めた絆で、クラス対 

抗の学年レクを行いました。毎回円陣を組み、心を一つにし 

て、みんなで楽しむことができました。            オムライスグランプリ 大縄八の字跳び 

 

2年自然教室 長野白樺湖・車山方面       

 赤学年の自然教室の目玉は、班の協力・クラスの団結・学年の絆です。1 日目のオリエンテーリングと野

外炊事（カレー作り）は、班の協力なくしてはできません。2 日目夜のキャンプファイヤーのスタンツでは、

どのクラスも団結力を発揮して、素晴らしいパフォーマンスで大いに盛り上がりました。そして八子ヶ峰の

夜空に大きく開いた自分たちだけの花火に感動したあの瞬間は、赤学年の絆が深まった、忘れられない瞬間

でした。「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！！」のスローガンのもと、体験を

通して学んだことを、学校生活でも生かしていってくれることでしょう。（ちなみに、3 日間ともお天気に

恵まれ、夏のような日差しに、生徒も先生も真っ赤になって帰ってきました。） 

 

実行委員長の言葉     

                   みんなの絆が強固になった自然教室で、自然と触れ合い、命の大

切さを学ぶことができました。そして、みんなで協力して、大成功

に終わったスタンツ。その最後を締めくくった花火がすごく胸に残

っています。実行委員長になって良かったと思った瞬間でした。 

この自然教室で学んだことが、赤学年を支えてくれるものになる

よう、これからも日々努力し続けたいです。 
                   

                        鷹山ファミリー牧場 魚つかみ 



３年修学旅行 奈良・京都方面 
 緑学年の修学旅行の目玉は、やはり班別自主行動でしょう。３日間を通じて、学年・クラス・班と、いろ

いろなパターンで活動しましたが、２日目の班別行動は、京都の町という広いエリアを自分たちだけで見学

する、自由もあるが責任や協力が大きな意味を持つ活動です。各班では、ナビ係が事前に見学場所への行き

方を入念に調べコースを作りました。「京都乗り物案内」というガイドブックを読み込んで、どこから何系

統のバスに乗るか、所要時間は？など、きちんと準備し、当日も計画が大きく変わる班はありませんでした。

見学地はほとんど寺社仏閣ですが、生徒たちの興味はお土産や「京都スイーツ食べ歩き」など。何種類もあ

る生八つ橋の試食を全味制覇した強者もいました。移動の新幹線や宿での仲間との触れ合いも楽しみの一つ

です。仲間との絆が一層深まって、とてもいい顔で横浜に戻ってき 

ました。現在、事後学習、まとめのレポートを作成中です。 

 

実行委員長の言葉     
 僕が驚いたのは、２日目の班別自主行動の日です。ひと班（最 

後に違うバスに乗ってしまい、痛恨の５分遅れ）を除いて、全ての 

班が時間通りに帰ってくることができました。食事・お風呂・集 

合時間なども常に早めに行動できていたと思います。自律した姿 

を先生方に見せることができたのではないかな・・と思いました。 

      奈良公園  二月堂 
 

 

 
 

速報 第７回体育祭 

 

 校外学習が終わり、翌週には中間テスト、さらに翌週には体育祭と、この時期は学校の一年の中でも最も

慌ただしい時期です。体育祭の前日、午後から準備の予定でしたが、嵐のような暴風雨で、外での準備は一

切できず、次の日の開催も大いに心配されました。 

 そして、６月２２日（木）、前日の雨がうそのように良いお天気となりましたが、グラウンドコンディシ

ョンは良好とは言えません。それでも予定の時間に実施することができたのは、朝早くから係の生徒・職員

が一丸となってグラウンド整備にあたってくれたおかげです。 

体育祭は毎年少しずつ進化しているのですが、今年も今までの「５０Ｍハードル」が「大縄」に代わり、

縦割りチームで昼休みにも練習をするなど、学年を越えた交流が以前よりも多くなりました。また、学年種

目以外は先生ではなく体育祭実行委員が壇上で指示を出すなど、より「生徒の手による体育祭」という色合

いが強くなりました。そして、青・赤・白の応援合戦も大いに盛り上がり、応援団の皆さんは休むことなく、

常に声を出して体育祭を盛り上げていました。体育祭を締めくくる３年生の演技には、会場が水を打ったよ

うな静けさで、見る人に感動を与えていました。 

今回は、結果報告をさせていただき、来月号で詳しく体育祭の様子をお伝えいたします。乞うご期待！！ 

 

 

おめでとう 

ございます！！ 

 
１年学級対抗リレー    

１位 ５組・２位 ４組 

   

２年学級対抗リレー    

１位 ４組・２位 ３組 

   

３年学級対抗リレー    

１位 ３組・２位 ５組    ３年女子 風姿花伝 ～紫の花～    ３年男子 組体操 



 

 

 

 

【陸上競技】 

第６３回 全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会・第３９回 横浜地区予選会 
 

◆総合の部   

  女子総合第３位 
 

◆女子の部 

女子共通 四種競技    ２６６１点  １位  全国大会出場権獲得 

女子共通 走 幅 跳      ５ｍ０３    １位 

女子共通 砲 丸 投       １１ｍ６９   ２位 

女子共通 砲 丸 投       １１ｍ６８    ３位 

女子 3 年 100ｍ        １２秒８５   
 

◆男子の部 

男子共通 棒 高 跳      ３ｍ７０   ７位 

男子共通 棒 高 跳      ３ｍ６０   ８位 

男子共通 四種競技      ２０４６点    ８位 

男子 1 年 100ｍ        １３秒０２ 
 

以上８名９種目 県選抜・県通信陸上競技大会 出場権獲得 

 

【男子バレーボール部】 

神奈川県選手権大会 

会場決勝まで進出。県ベスト１８ 

 

夏の総体が始まっています。部や個人によっては、残念ながら引退が決まった三年生もいます。 

今まで仲間とともに頑張ってきたすべてを出し切って、きっと悔いなく爽やかに終わることができ

たと思います。まだ継続している皆さんは、少しでも長く仲間と活動できるように頑張ってくださ

い！ 

 
 

中学校の部活動の集大成 総合体育大会始まる 
 

昨年から始まった「部活動壮行会」。今年は、6 月 16 日（金）、中間テストの 2 日目に体育館で

行われ、各部の代表者が目標や部の近況を話しました。運動部は夏の大会の日程や意気込み、文化

部もコンクールの日程や意気込み、現在の活動について話しました。 

ユニフォーム姿で話をする姿はとてもたくましく、生徒たちの成長を 

実感するとともに、熱い気持ちが伝わってきました。最後には、今年度 

の体育祭の各色の応援団長が前に出て、全校生徒でエールを送りました。 

あかね台中学校というチームの代表たちです。今後の活躍に期待して、 

応援よろしくお願いします！ 

 次ページに、各部の大会・コンクールの日程を載せてあります。 

各部の試合やコンク

ールの結果を掲載し

ております。 



部活動　夏の大会・コンクール予定
部活名 日　　程 大　　会　　名 会　　　場

サッカー ７月１日～ 横浜市総合体育大会　サッカー競技の部

野球 ６月２４日～ 横浜市総合体育大会 今川公園球場13:00～

陸上競技

７月１日２日
７月１５日１７日
８月６日７日
８月19日～22日

神奈川県陸上競技選抜大会
神奈川県陸上競技通信大会
関東中学校陸上競技大会
全国中学校陸上競技大会

三ツ沢陸上競技場
Ｓｈｏｎａｎ　ＢＭＷ　スタジアム平塚
栃木県・県民運動公園
熊本県・県民総合運動公園

ソフトテニス
(男子)

７月１６日・２４日
７月２日・２２日
７月２９日
７月３１日

横浜市大会　個人戦
横浜市大会　団体戦
県大会　　　　個人戦　　（予備日は８/１～３）
県大会　　　　団体戦　　（　　〃　　）

三ッ沢公園（予備日は市内中学校）
瀬谷本郷・清水ヶ丘　　（　　〃　　）
大津公園テニスコート
大津公園テニスコート

ソフトテニス
(女子)

７月１６日・２４日
７月９日・２２日
７月２８日
７月３０日

横浜市大会　個人戦
横浜市大会　団体戦
県大会　　　　個人戦　　（予備日は８/１～３）
県大会　　　　団体戦　　（　　〃　　）

三ッ沢公園（予備日は市内中学校）
清水ヶ丘・新杉田・入船（　　〃　　）
大津公園テニスコート
大津公園テニスコート

バスケット

ボール（男子）

７月８日～
横浜市総合体育大会　

バスケット

ボール（女子）

７月９日～
横浜市総合体育大会　

卓球

７月９日
７月１５日
７月２１日
７月２４日

青葉区大会　個人戦
横浜市大会　団体戦予選リーグ
横浜市大会　個人戦
横浜市大会　団体戦決勝トーナメント

桐蔭学園
あかね台中学校
横浜文化体育館
保土ケ谷スポーツセンター

男子バレー
ボール

７月２１日
７月２３日
７月２９日

市総合体育大会　１日目　ベスト４決め
市総合体育大会　２日目　１位から８位までの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順位決定戦
県総合体育大会　ベスト８決め

未定

女子バレー
ボール

７月１６日・２１日
　　 ２３日
７月２８日・３０日

市総合体育大会

県総合体育大会

１・２日目は未定
３日目は十日市場中
１日目は未定
２日目は横須賀アリーナ

バドミントン

６月25日・７月１日

７月２日・９日
７月15日・21日
7月16日
７月27日～29日

青葉区大会　個人戦（25日女子・1日男子）
市総体　団体戦ブロック大会（2日女子・9日男子）
市総体　個人戦（15日女子・21日男子）
市総体　男女団体戦
神奈川県総合体育大会　男女団体戦・男女個人戦

25日 あかね台中・1日 山内中
2日・9日 あかね台中
15日保土ケ谷ＳＣ・21日平沼記念体育館

横浜文化体育館
横須賀アリーナ・横須賀市南体育館

新体操
7月24日
7月28日

横浜市総合体育大会
神奈川県総合体育大会

横浜文化体育館
県立体育センター

剣道

６月２５日

８月２６日

横浜市総合体育大会横浜市中学校剣道大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第５ブロック予選会
横浜市中学校青葉区剣道大会

横浜市立都田中学校

横浜市立山内中学校（変更可能性あり）

美術 ８月５日 あかね台夏祭り参加　バルーンアート

吹奏楽

７月２２日
７月２７日
８月５日

奈良納涼祭演奏＆神明社祭り演奏
横浜市吹奏楽コンクールＢ編成
あかね台祭り演奏

奈良の丘小学校／神明社
みなとみらい大ホール
熊の谷公園

音楽 10月7日 第36回リコーダーコンクール関東大会
国立オリンピック記念青少年
総合センター　小ホール  

 

※未定の部分や変更の可能性もございますので、詳しくは各部活動顧問へご確認ください。 

 


