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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】 

 

 

「成長を感じた５月」 

学校長 栗原 秀樹 
 

さわやかな風を感じる５月も後半となり、月日が経つ早さを実感しています。真新しい標準服に身

を包んだ新入生は、中学校生活にも少しは慣れ、それぞれの持ち味を生かしながら学習や遠足準備、

部活動などに取り組んでいます。一方、２年生は自然教室という、生徒にとって人気の一大イベント

の準備を４月当初より進めています。校外行事は、校内活動では味わえない感動や体験を与えてくれ

ます。仲間や先生との交流、自然や文化に触れることなどを通して、大きな成果を得られることを期

待しています。 

さて、３年生は他の学年よりも２週間早く、修学旅行に共に出掛けてきました。一人ひとりの表情

や姿、言葉など、普段の学校生活ではあまり感じることができない３年生の姿が見られたのは大きな

収穫でした。３日間は天候にも恵まれ、カラッとした五月晴れのもと奈良や京都の文化遺産を仲間と

ともに見学しました。京都市内班別行動では、仲間と協力して行動し、事故やトラブルもなく京都市

内を巡ることができたことは素晴らしかったと思います。また、神戸の「人と未来防災センター」で

は、阪神・淡路大震災の記録を目の前に真摯に向き合い、学ぶ姿がとても印象的でした。私も、記録

映像を目にしたときは心に迫るものがあり、震災を通して学ぶことの大切さを改めて実感しました。

帰りの新幹線が横浜に着くと、「あっという間の修学旅行だったね！」という声が生徒の口から漏れ、

充実した時間を共有できたのだと感じました。この経験をこれからの学校生活に生かしてほしいと願

っています。 

ところで、本校には学校運営協議会という地域住民代表や学校運営に資す

る活動を行う方、保護者代表など１２名により構成されている組織がありま

す。学校運営について、学校からの提案や報告を審議するとともに、学校と

地域が協働で活動することなどを検討しています。年５回開催予定ですが、

今年度初めての会議が５月１０日に行われました。中期学校経営方針や今後

の部活動体制など、これからのあかね台中学校の方向性を審議いただきまし

た。今後も、学校運営協議会での情報を学校だよりやＷｅｂページで発信し

ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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校外行事が始まります ＊各学年の先生にお話をうかがいました。 

●１学年 遠足  ５月 28 日（月）   

場所：三浦ＹＭＣＡ グローバル・エコ・ヴィレッジ 

  スローガン『一致団結～新たな挑戦、新たなる友情～』 

 Q 「グローバル・エコ・ヴィレッジ」とは、どんなところですか？ 

 A   三浦市の海岸近くにあり、宿泊やオリエンテーリングなどもできる施設です。 

   たくさんの集会場や、教室、グラウンドを備えており、野外炊事場も利用可能です。 

 Q どのような活動をしますか？ 

 A  午前中は、YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジのインストラクターによるグループワーク、午後は、晴れ

ていれば近くの海岸で「砂の造形」を行います。各クラス２グループに分かれ、それぞれの決めたテーマに

沿って砂のアートを完成させ、コンテストを行います。 

 Q 今、どんな準備をしていますか。 

 A  実行委員が、スローガンポスターを作っています。各係では遠足前の集会での発表に向けて準備を行ってい

るところです。 

 Q  この遠足を通して、どのようなことを学んでもらいたいですか？ 

 A 仲間と協力して、達成する喜びを感じ、協力することの大切さを学んでもらいたいです。また、お互いの事を

よく知らない仲間同士が、この遠足を通して絆を深め、これからの学校生活ですすんで協力しあえる関係を築

いてほしいです。 

●２学年 自然教室  ５月２7日（日）～２9 日（火）  長野県白樺湖方面 

  スローガン 『黄跡の革命～この自然教室で俺たちはかわる～』 

Q、どのような活動をする予定ですか？ 

A、１日目はオリエンテーリングと野外炊事、２日目は車山登山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、「オリエンテーリング」について教えてください。 

A、班ごとに白樺湖周辺のチェックポイントを回りながら、得点をＧＥＴしていく活動です。 

   制限時間内にどれだけ効率よくポイントを回ることができるかが重要な活動になります。 

Q、牧場体験では何をしますか？ 

A、トラクター乗車、乳しぼり、魚つかみ、ソーセージ・バター作りを行います。作ったソーセージやバターは 

  昼食としていただきます。牧場のソフトクリームも絶品です。 

Ｑ、今、どんな準備をしていますか。 

Ａ、学年の有志と実行委員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 

  に向けてスタンツの練習に取り組んでいます。当日の天気が心配です。 

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、仲間と協力して作り上げることの喜びと達成感を味わってもらいたいと思っています。 

  自然や仲間とふれあい、お互いの良さを認め合う中で絆を深め、これからの生活にいかしてほしいです。 

 

●３学年 修学旅行  5月 14日（月）～16日（水）  京都・奈良・神戸方面 

  スローガン 「 古
いにしえ

 ～きょうを感じて旅しよう～  」 

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、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日目は神戸の「人と未来防災センター」に行きます。              

Q 今年ならではの企画はありますか？ 

A  神戸の「人と未来防災センター」に行き、震災・防災学習をしてきます。2年生の時から学習をして 

きたので、個々に感じるものがあったようです。まとめをしっかり行いましょう。 

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  中学校生活においての校外学習の集大成です。今、自分ができることを常に考え、自らの学ぶ力、行動力を発

揮してほしいと思います。 自ら、企画・行動した人には、より深い感動が待っています。 



第８回 あかね台中学校 体育祭 
 

 

４月１９日に行われた体育祭実行委員会では、スローガン決めを行いました。３年生全員からアンケートを

とり実行委員会でスローガンをつくりました。第８回あかね台中学校体育祭のスローガンは、「あか中魂 

完全燃笑」に決まり、美術部では掲示用のスローガンづくりもスタートしました。４月２４日（火）の昼の

放送では色別抽選を行い各クラスの色が決まりました。今年度も伝統として受け継いでいる縦割り三色（赤・

白・青）の色別対抗戦で行います。全学年が５クラスなので、単級になるクラスは各学年１クラスになります。

実行委員会で予備抽選を行い、単級になる色が決まり、各クラス緊張しながら抽選を行いました。放送中は色

が決まると各クラスから歓声などの声が聞こえてきました。そして、種目決め、学年練習、応援団練習など体

育祭に向けて準備、練習が始まります。 

種目は、短距離走と選択種目（大繩跳び・難関突破・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。学年種目については、各学年の体育祭実行員を中心に検討中です。趣向を凝らした学年種目に

なると思いますので楽しみにしていてください。 

今年の新しい試みは、色別対抗リレー講習会を６月１日（金）に開催します。陸上部顧問からバトンパスの

極意などを伝授してもらい、体育祭最後の種目に相応しい熱い戦いを繰り広げてくれると思います。また、個

人種目の大繩の人数が増えました。縦割りの３０人が息をそろえて跳びます。昨年より跳ぶことが難しくなり

ましたが、３年生がリーダーとなり一生懸命に縄を跳ぶ姿を楽しみにしていてください。 

今年も感動を与えてくれる体育祭になると思います。どの色も、総合優勝・応援賞を目指し頑張っています

ので、どうぞ温かい目と熱い声援をお願いいたします。 

 

        《 色別抽選会結果 》 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                  

 

 

《 教職員色別抽選会結果 》 

赤組 
渡邊先生 畔上先生 荘先生 高嶋先生 

塩野先生 

青組 
栗原校長先生 鈴木（初）先生 鈴木（綾）先生 

一戸先生 海老沢先生 川田先生 青木先生 

白組 
高橋副校長先生 木村先生 小嶋先生 増田先生 

石川先生 宍戸先生 國井先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 赤組 青組 白組 

１年 2.組・５組 １組 ３組・４組 

２年 ２組・４組 ３組・５組 １組 

３年 ５組 １組・２組 ３組・４組 

 赤組 青組 白組 

１年 2.組・５組 １組 ３組・４組 

２年 ２組・４組 ３組・５組 １組 

３年 ５組 １組・２組 ３組・４組 



部活動 夏の大会・コンクール予定  

 
部活名 日　　程 大　　会　　名 会　　　場

野球
６月下旬～
（６月６日に決定）

横浜市総合体育大会 横浜市公園球場・横浜市立中学校

サッカー
６月３０日～
（６月６日に決定）

横浜市総合体育大会 横浜市立中学校

陸上競技

７月７日８日
７月２２日２４日
８月８日９日
８月１８日～２１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
千葉県・総合運動公園
岡山県・県総合グランド

ソフトテニス
（男子）

個人戦6月17日
団体戦7月22日
団体戦7月31日

青葉・都筑地区大会
横浜市総合体育大会
神奈川県総合体育大会

未定
三ツ沢公園テニスコート
三ツ沢公園テニスコート

ソフトテニス
（女子）

個人戦6月17日
団体戦7月22日
団体戦7月31日

青葉・都筑地区大会
横浜市総合体育大会
神奈川県総合体育大会

未定
三ツ沢公園テニスコート
三ツ沢公園テニスコート

バスケット
ボール（男子）

７月上旬～ 横浜市総合体育大会 横浜市立中学校

バスケット
ボール（女子）

７月上旬～ 横浜市総合体育大会 横浜市立中学校

男子バレー
ボール

7月21日２３日
７月２９日３０日

市総合体育大会
県総合体育大会

２３日：神奈川大学
３０日：相模原市総合体育館

女子バレー
ボール

7月15・21・23日
7月28・30日

市総合体育大会
県総合体育大会

23日：神奈川大学
30日：相模原市総合体育館

バドミントン

６月17日・６月24日
７月１日・８日
７月14日・21日
7月15日
７月27日～29日

青葉区大会　個人戦（17日女子・24日男子）
市総体　団体戦ブロック大会（１日女子・８日男子）
市総体　個人戦（14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

17日：山内中・24日：あかね台中
１日：未定・８日：あかね台中
14日保土ケ谷ＳＣ・21日平沼記念体育館
横浜文化体育館
横浜市立大学・磯子SC

卓球
７月１４日（土）
７月１５日（日）
７月２１日（土）

男子団体予選リーグ
女子団体予選リーグ
横浜市大会　個人戦

中学校会場（詳細未定）
中学校会場（詳細未定）
横浜文化体育館

新体操
７月２４日（火）
７月２８日（土）

市総体
県総体

横浜文化体育館
カルッツかわさき

剣道
6月10日（日）
6月24日（日）
7月16日（月）

青葉区中学校剣道大会
第5ブロック中学校剣道大会
横浜市中学校剣道大会

横浜市立谷本中学校
横浜市立山内中学校
横浜文化体育館

音楽 8月23日（木） 横浜市立学校総合文化祭リコーダーコンクール 都筑公会堂

吹奏楽
7月２３日～２５日
８月９日

横浜吹奏楽コンクール
神奈川県吹奏楽コンクール

みなとみらいホール
神奈川県民ホール

美術 8月4日 あかね台夏祭り参加バルーンアート
 

 

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

 

 

 

 

 

 


