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すばらしく美しい日の出とともに気持ちの良い元日の朝を迎え、平成３０年がスタートしました。

皆さんはご家族とともに、どのような新年を迎えたでしょうか。平成３０年が昨年以上に、皆さんを

はじめ、ご家族や地域の方々にとって良い年になることを心より願っています。 

私は三が日を毎年恒例のスポーツ観戦（テレビ）で過ごしました。特に楽しみにしている箱根駅伝

では優勝争いだけでなく、シード権の獲得や繰り上げスタート回避のために必死に走る選手の姿に深

い感銘を受けました。また私は、駅伝中継の合間に入るサッポロビールのコマーシャル（ＣＭ）にも

毎年注目しています。例年は、「大人エレベーター」というＣＭの内容を楽しみにしているのですが、

今年は特に「僕には止まれない理由がある。」というフレーズのＣＭに心打たれました。駅伝選手一

人ひとりが、苦しくても止まらずに一歩一歩、歩を進めていくことには、仲間へタスキをつなげると

いう競技としての責任だけでなく、ここに至るまでの間、自分にかかわってきてくれた多くの人たち

への感謝の思いを、走り続けることで表現しようとする強い意志が伝わってきたからです。そして、

だからこそ選手たちは、どんなに苦しくとも「止まれない。」のだと改めて気付かされました。 

皆さんも年の初めに何らかの目標を立てたことでしょう。特に３年生は、いよいよ間近に迫った入

学試験に向けて全力を尽くそうという目標を立てたのではないでしょうか。また１・２年生は、昨年

以上に学習や部活動に努力しようという目標を立てた人が多いと思います。皆さんには立てた目標を

達成するために、たとえは駅伝選手のように、つらく苦しいことがあっても一歩一歩、慌てることな

く前進していけるよう努力してほしいです。小さなことでもコツコツ取り組めば確実に前進していけ

ます。そして、その先には必ずゴールが見えてくるはずです。新たな１年、がんばっていきましょう。 

１ ミュージカル落語（三遊亭
さんゆうてい

 究斗
き ゅ う と

）        究斗さんは 10 数年前、神奈川区民でした。 

先月１２月９日(土)、神奈川区ＰＴＡ連絡協議会主催の PTA 行事 

である「教育の変化に対応する特別委員会」として、ミュージカル 

落語家「三遊亭 究斗」さんの公演が本校体育館で行われました。 

今回は「ピンチをチャンスに変えるキュートな生き方」をテーマ 

に、究斗さんの創作落語「一口弁当」の演目を中心として「いじめ 

はダメ！考え方ひとつで状況は変わる！口角を上げて笑っていこう 

！」という、まさに「ピンチをチャンスに変える生き方」のお話を 

していただきました。公演全般に迫力のある歌を交えながら、笑いと心に響くお話があり、楽しく有

意義な時間を過ごすことができました。当日は、神奈川区内の小中学校の保護者やお子様をはじめ、   

地域の方々など多数参加してくださり盛り上がりました。ありがとうございました。 

２ 吹奏楽部の活躍（クリスマスコンサートとプチ・コンサート）  

先月１２月２３日(土)、大口・七島地区子ども会育成連絡協議会主催のクリスマス会が本校体育館

で開催されました。クリスマス会には本校吹奏楽部をはじめ、浦島丘中学校の吹奏楽部も参加し、各

校の演奏だけでなく、合同演奏でもすばらしい演奏を披露してくれました。その他、地域活動支援セ

ンター「もくもく」の踊りや全国大会にも出場している創英中学バトン部のダンスドリルが演じられ

ました。そして最後にはビンゴ大会もあって、参加した子どもたちは大いに盛り上がっていました。 

新年を迎えた１月１４日(日)には、神奈川中学校コミュニティハウス主催の神奈川中学校吹奏楽部

による「プチ・コンサート」が本校音楽小ホールで行われました。地域の皆様の中には本校吹奏楽部

のファンも多いとのことで、たくさんの方が参加してくださいました。生徒たちは心を込めて演奏を

し、吹奏楽の楽しさやすばらしさを地域の方々に伝えることができました。 

   

３ 校内書き初め展 

冬休みの国語科の課題として 、書き初めに全校生徒が取り組みました。２４日まで全員の作品が各

教室に掲示されました。優秀作品はラウンジに展示します。来校の際には是非ご覧ください。 

書き初め展入賞者は次の通りです。    教室掲示の様子（一部）です。全生徒がしっかりと課題に取り組みました。 

金賞：並木 康太郎(3-1) 杉本 俊介(3-3)  

藤原 杏菜(3-3) 森 美沙子(3-5)  

澤水 菜乃香(2-3) 横山 達也(2-5)  

秋山 愛仁(1-3) 竹中 愛美(1-5) 

銀賞：神田 奈都(3-1) 石﨑 円樺(3-2)  

今井 楓子(3-3) 柴田 花菜(2-1)  

小池 桜(2-4) 博多屋 美音(2-4)  

安本 杏夏(2-5) 耳浦 千紘(1-3)  

下城 実夏(1-4) 小林 桃寧(1-5)  

佐藤 響(1-5) 

銅賞：平良 秋乃葉(3-1) 金長 柚花(3-2) 滝澤 かりん(3-2) 中川 樹香(3-2) 安藤 小真知(3-3) 

  大竹 世理奈(3-4) 栗林  彩(3-4) 萩原 夢叶(3-4) 秋山 遼(3-5) 大谷 望乃(3-5) 嶋澤 緋里(3-5) 

竹内 公太郎(3-5) 小嶋 茉莉奈(2-1) 松山 紗英(2-1) 八木 りさ(2-1) 永瀬 勇吾(2-2) 

阿部 祐介(2-3) 前田 りり子(2-3) 近藤 愛美(2-4) 川口 香織(2-5) 山下 杏樹(2-5) 

小栗 なな(1-1) 佐藤 暖(1-1) 横山 真希登(1-1) 今川 明音(1-2) 永嶋 桃子(1-3) 中出 真樹(1-3) 

野田 千絢(1-5) 

４ ２年生 職業体験学習 

１月１６日(火)と１７日(水)の２日間、２年生は職業体験学習に臨みました。地元や近隣の店舗・事

業所などに出向いて働く訪問型の職業体験学習も学家地連事業としてご協力をいただいています。こ

の体験は、生徒が主体的に進路を選択決定する態度や意志、意欲などを培うことができる貴重な学習

です。今回は６６の事業所にご協力いただき、普段できない体験をさせていただきました。緊張した

り、慣れない仕事にドキドキしたり、親切なお客様に助けていただいたり、楽しかったり、疲れたり・・

充実した 2 日間を過ごしました。またそれぞれの職業で、実際に活用されている知識や技術・技能に



事業所 カテゴリ 事業所 カテゴリ 事業所 カテゴリ
1 呉竹鮨 ①飲食 23 TSUTAYA大口店 ③サービス 45 水翁青果 ⑥販売 （その他）

2 梅林 ①飲食 24 メガロス神奈川　 ④スポーツ 46 ユニクロ　綱島店 ⑥販売 （その他）

3 シェ・フルール横濱 ①飲食 25 GODAIテニスカレッジ　 ④スポーツ 47 大口台小学校 ⑦教育
4 ザ・ニューオークラ ①飲食 26 グリーンスポーツ ④スポーツ 48 白幡小学校 ⑦教育
5 そば処　もりしげ ①飲食 27 ゼロスポーツ整骨院 ④スポーツ 49 武相学園 ⑦教育
6 くら寿司　鶴見駒岡店 ①飲食 28 セブンイレブン横浜大口駅前店 ⑤販売 （スーパー等） 50 港北小学校 ⑦教育
7 ミスタードーナツ横浜大口ショップ ①飲食 29 セブンイレブン大口仲町店 ⑤販売 （スーパー等） 51 西寺尾学童クラブとんぼ ⑧保育
8 神奈川警察署 ②公共 30 セブンイレブン横濱西大口店 ⑤販売 （スーパー等） 52 聖徳保育園 ⑧保育
9 神之木地区センター　 ②公共 31 セブンイレブン横浜妙蓮寺店 ⑤販売 （スーパー等） 53 京浜横浜幼稚園 ⑧保育

10 白幡地区センター ②公共 32 セブンイレブン横浜妙蓮寺駅前店 ⑤販売 （スーパー等） 54 松見保育園 ⑧保育
11 松見消防署 ②公共 33 セブンイレブン横浜六角橋店 ⑤販売 （スーパー等） 55 銀嶺幼稚園 ⑧保育
12 神奈川図書館 ②公共 34 横濱屋大口店 ⑤販売 （スーパー等） 56 港北保育園 ⑧保育
13 港北図書館　 ②公共 35 横濱屋松見町店 ⑤販売 （スーパー等） 57 ニューライフ幼稚園 ⑧保育
14 東急東横線　菊名駅 ②公共 36 イオン東神奈川店 ⑤販売 （スーパー等） 58 第二白百合乳児保育園　 ⑧保育
15 横浜税関 ②公共 37 （有）子安製パン所 日本堂 ⑥販売 （その他） 59 白百合乳児保育園　 ⑧保育
16 大口駅前郵便局 ②公共 38 岩井の胡麻油株式会社 ⑥販売 （その他） 60 みつばち保育園 ⑧保育
17 横浜大口郵便局 ②公共 39 リビングショップ　しらい ⑥販売 （その他） 61 菊名保育園 ⑧保育
18 YOU-テレビ ③サービス 40 フラワーショップみゆき ⑥販売 （その他） 62 神之木ケアプラザ　 ⑨福祉
19 ASA大口中央店 ③サービス 41 WEショップかながわ大口店 ⑥販売 （その他） 63 おおぐち工房（パン工房ゆうき） ⑨福祉
20 美容室ＴＢＫ大口店 ③サービス 42 天一書房綱島店 ⑥販売 （その他） 64 ナザレ工房　 ⑨福祉
21 Ginger's Journal ③サービス 43 魚又 ⑥販売 （その他） 65 横浜デザイン学院 ⑩技術
22 カコトリミングスクール ③サービス 44 有限会社　越後屋フルーツ ⑥販売 （その他） 66 協進印刷 ⑩技術

も関心をもち、働いている人たちの仕事に対する情熱や思いをしっかりと見聞できたと思います。２

日間の学習から、働くことの意義や社会的な責任、働くことによって得られる充実感などを実感し、

自己の適正や新たな可能性を見つめることで、将来の展望にヒントを得たのではないでしょうか。 

一部ではありますが、体験学習の様子を写真で紹介します。 

ＡＳＡ大口中央店 新聞ちらし差し込み業務他    ＧＯＤＡＩテニスカレッジ 受付業務他         イオン東神奈川店 商品整理業務他 

 

 

 

 

 

 

 

セブンイレブン大口仲町店 商品整理業務他      神ノ木ケアプラザ 配膳業務他        神ノ木地区センター 図書館業務他 

 

 

 

 

 

 

 

大口駅前郵便局 郵パックちらし業務他      神奈川警察署 白バイ乗車体験他        第二白百合乳児保育園 園児交流他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

神奈川図書館 受付業務他          白幡小学校 読み聞かせ業務他         白幡地区センター 受付業務他 

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ横浜六角橋店 レジ教務他            大口台小学校 工作授業補助他          ﾘﾋﾞﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟしらい 値札貼り業務他                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラワーショップみゆき 花束づくり業務他     おおぐち工房 クッキー袋詰め業務他     子安製パン所 日本堂 パンづくり業務他 

  越後屋フルーツ 販売業務他           そば処 もりしげ 販売業務他                聖徳保育園 園児交流他 

 

                               

 

 

 

 

 

（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ コンクール等と部活動の活躍  

横浜市総合文化祭書写展  出品  藤原 杏菜(3-3) 

神奈川区書写展  出品  杉本 俊介(3-3) 森 美沙子(3-5) 澤水 菜乃香(2-3) 

             横山 達也(2-5) 秋山 愛仁(1-3) 竹中 愛美(1-5) 

剣道部：神奈川県中学校強化練習会(県ランキング戦)  県ベスト３２ 

澤田 えりい(2-5) 田中 紅杏(2-4) 齋藤 愛美(2-3) 田中 芹杏(2-1) 

渡邉 朱莉(2-1) 菊地 美織(1-4) 伊藤 千夏(1-2) 

相模原市寒中大会  ベスト１６ 

         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) 

 ソフトテニス部：横浜市強化リーグ 男子団体  ３部リーグ昇格 


