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平成２９年１０月１９日発行

【10月号】

横浜市立神奈川中学校
校長 長谷川 眞介

学校ＨＰアドレス http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/sch/jhs/kanagawa/

10月には入り、平成29年度もいよいよ残すところ半年となりました。残暑の9月を過ぎ、10月に入って
からは、日に日に秋の気配が深まっているように感じます。体育祭が皆の協力で成功に終わり、今は「紺
碧祭」に向けて準備が進められています。毎日特別総合などの時間には、どの階からも美しい歌声が聞こ
えてきます。生徒たちの努力が必ず成果につながると信じています。
紺碧祭のしおりにも書きましたが、合唱で大切なことは、「人の声を聴くこと」。皆が協調し合い、互いに

歩み寄ろうとする気持ちから美しいハーモニーが生まれます。この行事を通して学級の「和」がよりいっそう深
まることを期待しています。
今月号では、体育祭をはじめ、個別合同体育祭、小中合同の取組などを紹介して参ります。

１ 第68回 体育祭

9月23日(土)、第68回体育祭が開催されました。この日を迎えるまでの週間予報では、曇りになって
みたり、雨になってみたり、非常に不安定な状況でした。実際に当日の深夜には横浜全域に強い雨が降
り、できるだけ早く実施か中止かの判断をしなければならない状況になりました。
早朝学校に来ると、数名の教員がすでに到着しており、まだ小雨の降る中グラウンド状況を皆で確かめ

ました。前日準備で引いたラインは消えていましたが、水溜まりの部分も少なく、水抜きと砂入れで何とか
なりそうでした。再度天気予報を確認したところ、午前8時以降は降水量0％の曇りとなっていたので、午
前6時に体育祭委員長と協議の結果、実施に決定しました。それからは、先生方をはじめ、実行委員の
生徒、さらにはPTAの皆様で一気に準備に入りました。予定より30分遅らせての開会式の頃には薄日も
差してきて、無事に体育祭を行うことができました。実施に向けてご協力いただいた全ての皆様に感謝申
しあげます。本当にありがとうございました。
今年度は5色の色別対抗と学級対抗の形式で行われ、どの学年も一人ひとりが一生懸命競技に取り

組みました。応援席では仲間への温かい声援が飛び交い、盛り上がりを見せていました。特に全学年が取
り組む大縄飛びでは、日頃の練習の成果をどの学級も十分に発揮することができました。それぞれの学級
が大縄跳びに向かう前、応援席の前で円陣を組み、気合いを入れている姿がとても印象に残っています。
全般を通して、実行委員のリーダーシップのもと、各係の的確な動きで進行がスムーズに行われ、リーダ

ーである3年生を中心にして、若い力が炸裂したすばらしい体育祭だったと思います。
ここで、体育祭を迎えるまでの準備をはじめ、当日の進行など、実行委員をまとめながら、体育祭の成

功に向けて尽力してくれた、体育祭実行委員長の井上 理貴さんの言葉をご紹介します。

【体育祭実行委員長 井上 理貴(3-2)】

皆さん体育祭おつかれ様でした。僕は、体育祭実行委員は３回目なのですが、僕
が見てきた先輩方に負けないくらいすばらしかったと思います。
今回の体育祭では、実行委員長として率先して動いたり、引っ張ったり、まとめること

などが多かったので、責任感やプレッシャーなどがあってとても大変でした。でも、いい
体育祭にしたいと思う気持ちが強かったのと、周りの支えがなければこんなにがんばれ
なかったと思います。
この体育祭が記録ではなく記憶に残るものになったのは、保護者の方や先生方、体

育祭実行委員や生徒の皆さんのおかげです。改めて感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。
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障害物競走(三輪車）苦労してます。 ２学年種目(台風の目) ３学年種目(騎馬戦)

学級対抗リレー 大縄跳び 大縄跳び

色別対抗リレー 表彰式 実行委員長あいさつ

第６８回体育祭結果
総合優勝 白組(1年1組・2年4組・3年1組)
学年優勝 １年１組・２年３組・３年１組
色別対抗リレー 第１位 白組(1年1組・2年4組・3年1組)
学級対抗リレー １年１位 １組 ２位 ４組 学年種目 １年１位 １組･４組(同率)

２年１位 ５組 ２位 ４組 ２年１位 ３組 ２位 ４組
３年１位 ２組 ２位 ４組 ３年１位 １組 ２位 ３組

全校種目大縄跳び １年１位 １組(135回) ２位 ５組(103回)
２年１位 １組(182回) ２位 ２組(158回)
３年１位 ５組(174回) ２位 ４組(173回)

男女の４００ｍリレーです。アンカーにバトンが渡りました。

２ 個別合同体育祭

９月２９日(金)、三ツ沢陸上競技場で
「第５８回横浜市立中学校・義務教育学校
個別支援学級合同体育祭」が開催されまし
た。本来２８日(木)に行う予定でしたが、あい
にくの雨でこの日に延期されました。昨日とは
打って変わり、天気が良すぎて日陰のない中、
子どもたちは元気に各競技に参加していました。午前中、
トラックでは50ｍ走と100ｍ走、フィールドではボール投げ
と走り幅跳びが行われました。午前最後の種目は持久
走。トラックと競技場外周を走りました。午後はリレーがあ
り、男子チームと女子チームで出場しました。生徒たちは
出場種目に精一杯自分の力を発揮しました。
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３ 新生徒会役員・後期専門総務委員認証式

10月4日（水）、全校朝会の中で、新生徒会役員と後期専門総務委員の認証式が行われました。
現生徒会役員から新役員及び各委員の呼名発表があり、一人ひとりが大きな声で返事をして起立しまし
た。前期頑張ってくれた委員の人たちに負けないよう、後期もさらに生徒会活動を活発にしていけるよう努
力してください。ここで、新生徒会長になった峯岸 哲也さんの意気込みと抱負をご紹介します。

【新生徒会長 峯岸 哲也(2-3)】

こんにちは。この度、生徒会本部役員会長を務めさせていただくことになりました、2年3組
峯岸 哲也です。よろしくお願い致します。
私はこの学校を明るく、活気のあるものにしていきたいと思います。そのためには、自ら進ん

で挨拶することが大切です。そして、挨拶を通して、防犯や地域との連携を築いて、この地に
根づいた神中を創っていきたいと思います。また、生徒会本部では、皆さんの意見をより多く
聞くために、目安箱というものを設置しています。この学校のプラスになることであれば、できる
かぎり取り入れていきます。たくさんの意見をお待ちしています。
これらを通して、私たち神中生が最高のスクールライフを築くために努力していきます。

港北小のリコーダー演奏 白幡小の合唱

４ ふれあいコンサート

10月7日（土）、神奈川中学校区 学
校・家庭・地域連携事業の一環として「ふれ
あいコンサート・レク交流会」が本校体育館
で行われました。
参加団体は港北小・白幡小・大口台小・

神奈川中の他、地域団体の「ローズ・エコー
神奈川」・「ぷちはーもにー」の方々で、リコー 大口台小の合唱 全員で「ビリーブ」歌唱

ダー演奏や器楽合奏、合唱や吹奏楽など多
岐にわたる発表がありました。
小学校はクラブや有志による発表で、これ

までの練習の成果を存分に発揮できていま
した。合間には本校生徒会本部による楽し
いレクもあり、会場が盛り上がりました。
会場は出演者の他、小中の保護者や地

域の方々でいっぱいとなり、演奏が終わるご
とに万雷の拍手が巻き起こっていました。 神奈川中吹奏楽部の演奏「海の声」

本校吹奏楽部は3年生がほとんど引退した後でしたので、1・2年
生が中心でしたが、「ミュージック・オブ・ザ・ビートルズ」と「海の声」【唄
：繁田 春菜さん(2-1)】の演目を迫力ある演奏で締めくくることがで
きました。そして最後は吹奏楽部の伴奏で、「ビリーブ」を会場にいる
全員で唄いあげ、楽しく、さわやかなコンサートが閉幕しました。

５ 小中合同「朝のあいさつ運動」
白幡小正門での様子

10月11日～13日まで、白幡小児童会と本校 白幡ｾﾞﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前の横断歩道

生徒会がコラボして、共通の通学路にて「朝のあ
いさつ運動」が行われました。この３日間、児童・
生徒だけでなく、出勤の方や地域の方々も、担当
児童・生徒の気持ち良いあいさつに対して温かな
あいさつを返してくださっていました。
初めての試みでしたが、こうした取組を通して、

学校と地域の関係がよりいっそう深まっていくことを
願っています。そしてまた一つ、小中交流の取組を図ることができました。
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６ 児童生徒交流日 中学３年生の迫力ある合唱 全員で「ビリーブ」の合唱

10月1３日(金)13:20から、小中交流日とし
て「合唱交流」と「部活動交流」が行われました。
白幡小104名、大口台小69名、港北小36名、
子安小11名、計220名の6年生と中学生がふれ
あうことができました。
第1部の「合唱交流」では、中学生が体育祭の

色別で５グループ、小学生も５グループに分か
れ、各会場ともに中学３年総務委員の進行で交 剣道部「すり足」の手ほどき 吹奏楽部「フルート」吹き方指導

流が開始されました。先ずは中学生が各学年それ
ぞれの合唱を披露し、小学生からの感想をもらい
ました。次に小学生の合唱を聴いた後、児童生徒
全員で「ビリーブ」を唄い、うち解け合えました。
第２部は「部活動交流」です。事前に希望した

部活動に児童が分かれて各活動場所へ移動しま
した。今回はあいにくの雨で、室内やピロティーでの
活動になってしまったことが残念ですが、部活動交
流を通して、少しでも中学校への興味・関心と期待が高まってくれたらうれしいです。

７ コンテスト等と部活動の活躍

神奈川区90周年記念「地産地消レシピコンテスト」
最優秀賞 荻原 大樹 (2-1) 「大根の肉巻きと小松菜のおひたし」
優秀賞（神奈川大学生協賞 横山 真希登 (1-1)

「ほうれん草ペーストとアスパラのささみ巻きのおろしポン酢ソース」
優秀賞 杉本 悠真(2-5) 「小松菜とタコとクルミのオリーブ炒め」
審査員賞（楽しく団らん賞 郷 真里奈(2-2) 「ロールキャベツのホウレン草カレー煮込み」

平成29年度 全日本通信珠算競技大会(神奈川県ブロック) 会場：神奈川労働プラザ

個人総合競技 中学生の部 第１位 青野 彩夏(2-5) 得点 1650点
第３位 小山 真結香(1-5) 得点 1200点

ソフトテニス部 県ソフトテニス選手権大会男子個人戦
徳永 創太(2-4)・亀田 雄斗(2-1)組 ベスト32 （県大会出場）
品川 明希(2-2)・曽根 智樹(2-1)組 １回戦出場

陸上競技部 市総合体育大会陸上競技大会
小池 桜 (2-4) 女子共通 100m ２位 12秒92
県総合体育大会陸上競技大会
小池 桜 (2-4) 女子共通 100m ７位 12秒86
渡邉 茉尋(3-5) 女子共通 走り高跳び 出場（市総体10位）

卓球部 神奈川区秋季卓球大会個人戦（横浜市大会予選）
鈴木 駿豊(1-2) ３位 （市大会出場 11/3）

サッカー部 夏季神奈川区大会 １回戦 対 栗田谷中 ○２－０
２回戦 対 神奈川朝鮮 ●０－10

バスケットボール部 神奈川区大会 女子 ２位・さわやか賞
市新人バスケットボール大会 男子 ２回戦進出
市新人バスケットボール大会 女子 ３回戦進出

バドミントン部 神奈川区秋季団体戦 準優勝
横浜市秋季団体戦 出場
神奈川区秋季個人戦 田村 沙梨(2-1)･住吉 彩(2-4)組 優勝

小須田 明莉(2-2)･澤水 菜乃香(2-3)組 準優勝
シングルス 柴田 花菜(2-1) ３位

剣道部 市新人剣道大会 女子団体 市ベスト24 (神奈川県ﾗﾝｷﾝｸﾞ戦出場権獲得)
田中 芹杏(2-1)･渡邉 朱莉(2-1)･齋藤 愛美(2-3)･田中 紅杏(2-4)

澤田 えりい(2-5)･伊藤 千夏(1-2)･菊地 美織(1-4)
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