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歴史を繙
ひもと

く 

 

校長 関 恭雄 

  

４月にもえぎ野中学校に着任してから３か月が経
た

ちました。その間、資料や記念誌を繙
ひもと

いて

地域や学校の歴史を調べてきました。 

鶴見川（谷本川）北岸
ほくがん

の市ヶ尾町、大場町、荏田北および南岸
なんがん

の柿の木台、藤が丘、もえぎ

野の丘 陵
きゅうりょう

地帯は、遥
はる

か一万年以上前の縄文時代早期
そ う き

から人々が暮らしていたことがわかって

います。現在も保存されている遺跡は、学区内には市ヶ尾横穴
よこあな

古墳群
こふんぐん

しかありませんが、宅地

化される前には学区内で２５か所以上の遺跡（埋蔵
まいぞう

文化
ぶ ん か

財
ざい

包蔵地
ほうぞうち

）が調査されています。古墳

のほか、集落
しゅうらく

跡
あと

や散布地
さ ん ぷ ち

（土器や石器などが土中から見つかっている土地）があり、遺跡の

推定
すいてい

時代は縄文時代、弥生時代、古墳時代、それ以降中世
ちゅうせい

まで様々です。今年の夏休みは、学

区内のかつて遺跡があった場所を巡
めぐ

ってみようと思っています。 

縄文時代から一気に昭和時代の戦後まで話は飛びますが、1945（昭和 20）年に第二次世界大

戦が終わり、日本では 1947（昭和 22）年から小学校 6年間、中学校 3年間の新しい義務教育制

度が始まります。その時、当時の谷本小学校内に谷本中学校が開校しました。その後、東急田

園都市線が 1966（昭和 41）年に開通すると沿線の開発が急速に進み人口も急増し、1973（昭和

48）年に谷本中学校と田奈中学校の学区の一部を合わせて青葉台中学校が開校します。その青

葉台中学校から分離独立して 1982（昭和 57）年に開校したのがもえぎ野中学校です。もえぎ野

中学校の創立 10周年記念誌を繙
ひもと

いてみると、開校の準備にあたった方々のご尽力
じんりょく

や父母と教

師の会（現 PTA）創設メンバーが中心となりプールの設置場所をグランドが狭くならないよう

にグランド内から現在のグランドから突き出た位置に移動するための署名集めと請願
せいがん

をしてく

ださったこと、開校 2年目の新入生から青葉台中学校にはなかった標準服が制定されたこと、

開校 10年目までは吹奏楽部や茶道部や将棋部はなかったが、書道部、写真部、演劇部、合唱

部、陸上部、合気道
あいきどう

部があったこと、校章のデザインは開校した年の 3年生の生徒が、校歌の

作詞は開校 5年目の 3年生の生徒がおこなったことなどがわかりました。 

学校の歴史を繙
ひもと

くことは、地域の方々や歴代の卒業生とその保護者の皆様及び教職員が学校

を創り、支え続けてくださったことを知ることです。今と未来を生きるためにも、時には過去

を振り返り、感謝の気持ちを抱くことや謙虚
けんきょ

に過去を見つめ直すことは欠かせないことである

と私は思います。 

 

７ 

１ 

 

 



○令和３年度 ７月部活動記録   

部 ７月までの活動記録、７・８月の予定、意気込みやＰＲ等 

野球 

６月２６日に行われた市総体では残念ながら敗退してしまい、３年生は引退となってしまいまし
た。負けてしまったものの、最後に公園球場で初めて試合をやらせてもらったり、練習していた
ことが試合で発揮されたり、ウチのチームらしく最後まで気持ちが切れないで試合ができました。
応援ありがとうございました。 
（近隣の皆様へ）放課後や土日の部活動で練習をする声が響いたり、ボールがネットを超えたり
してご迷惑をおかけしております。子どもたちの二度と戻ってこない青春時代を野球に捧げ、日々
の練習に一生懸命に取り組んでおります。地域の方の支えがあって、安心して活動をさせていた
だいていることに感謝申し上げます。 

サッカー 

先日行われた市総体では一回戦は突破しましたが、二回戦で敗退してしまいました。しかし、「絶
対に勝ちたい」、「３年生にまだ引退してほしくない」という強い気持ちが伝わってくる試合内
容で、選手たちは本当によく頑張ったと思います。最後の夏の大会でチーム一丸となり勝利を掴
むことが出来たので、良い大会になったと実感しています。３年生が引退してしまうのはとても
悲しいですが、新チームになるので 1、２年生は今大会の悔しさを忘れずに精一杯取り組んでい
って欲しいと思います。今後とも宜しくお願い致します。 

ソフトテニス 

【女子】６月から地区大会が始まっていきました。特に3年生は、昨年から取り組んできたことが
試合にも表れていて、とてもいい大会になったことと思います。2年生は初めてできた後輩と共に
活動していく中で、周りを巻き込んで練習に取り組める姿を目指していきましょう。1年生は、次
第にサーブも上達してきました。ラケット操作に早く慣れ、色々な練習に取り組んでいきましょ
う。３学年が揃って練習ができるのも残りわずかです。１球１球を大切に練習しましょう。 
青葉・都筑区大会 個人戦 三井・村山組（８位）→7/11の市大会へ 
【男子】市総体では個人戦・団体戦とも三年生は敢闘しましたが、惜しくも敗退しました。試合
の中で最後まであきらめずに真剣に取り組む姿を見せてくれました。今後にも必ず生きてくると
思います。一・二年生は気持ちも新たにスタートを切ることになります。お互いに声を掛け合い
成長できるチームになってほしいと思います。 

バスケットボール 

横浜市市総体 
男子 2回戦突破  女子 1回戦突破 
６月から市総体が始まりました。女子は残念ながら２回戦敗退となってしましましたが、男子は
２回戦を突破し、勝ち進んでいます。３年生最後の大会、３年生は悔いが残らないように、１、
２年生は少しでも多くのことを３年生から学ぶことができるような良い大会にできるよう、全力
で取り組んでいきます。 

バドミントン 

６月から市総体団体戦が男女ともに始まりました。 
○６月 12日 丸山台中学校にて、 女子市総体団体戦 

1回戦 仲尾台中学校、2回戦 丸山台中学校ともに勝ち、市ベスト 32に入りました。 
○６月 19日 公文国際学園中等部にて、男子市総体団体戦 

1回戦（シードのためなし）、2回戦山内中学校に勝ち、市ベスト 32に入りました。 
○今後の予定 
７月 3日 女子市総体団体戦３～４回戦 （金沢中学校） 
７月 10日 男子市総体団体戦３～４回戦 （もえぎ野中学校） 
７月 17日～ 市総体個人戦  ７月 27日～ 県総体団体戦 
７月 21日 3年男子区大会、７月 23日 3年女子区大会 

男女とも 3 年間で積み上げてきたことをしっかり結果として出しています。夏休みに入っても試
合が続きますが、同じ環境で頑張ってきた仲間と一緒に、最後までやりきって悔いのない選手生
活を送ってほしいと思います。応援よろしくお願い致します。 

バレーボール 

６月２６日（土）夏季青葉区大会１日目 対山内中学校（2-0）、対鴨志田中学校（2-0） 
会場１位 

７月 ３日（土）夏季青葉区大会決勝リーグ（会場：あかね台中学校） 
７月１１日（日）市総合体育大会１日目 

勝ち上がると、１８日（日）、２１日（水）と続きます。 
これまでやってきたことをもう一度振り返り、今年度の目標「全力投球」で勝利を目指します。 
応援よろしくお願いいたします。 

吹奏楽 

７月２５日（日）１７：５５～横浜吹奏楽コンクールで演奏します。試行錯誤しながら練習して
います。残念ながら、保護者家族と中学生しか観ることができませんが、一生懸命頑張ってきま
す！応援よろしくお願いします。 

美術 
日々、和気あいあいと活動しています。これからは文化祭や生徒会目標の垂れ幕、文化祭に向け
ての個人制作、動画制作をします。美術缶も文化祭に向けて制作します。個人の制作の楽しみを
超えて、皆さんに楽しんでもらえる作品を目指して頑張ります。 

将棋 
６月２６日（土）３校合同練習会で茅ヶ崎中、寺尾中と個人戦の対局をしました。また、プロ棋
士による講習と指導対局で個々の棋力を伸ばしています。 

茶道 

外部の活動ができない中、７月の個人面談にて部員の保護者にむけて盆略点前を披露します。日
頃の感謝をこめて、おもてなしをいたします。 
今後は 7 月２５日（日）の川崎学生茶会が無事に催されることを願いつつ、新入部員３人と共に
基本所作の稽古に励んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 

 



＜進路説明会・学級懇談会＞ ６/7（月） 

今年度も全学年対象の進路説明会を実施しました。コロナ禍のため授業参観はできませんでしたが、

多くの保護者の方にご参加いただきました。進路主任の伊藤教諭が、国私立・公立・特別支援学校等の

入試の仕組みについて詳しく説明をしました。今年度も適切な情報提供を進めてまいります。 

 その後の学級懇談会では、各担任から学級での生徒の様子や情報交換をさせていただきました。あり

がとうございました。 

 

＜国際平和スピーチコンテスト＞ 6/１６（水） 

 国際平和スピーチコンテストが山内中学校で行われました。本校からは 3 年生の清水一花さんが学校

代表として参加しました。今年度は事前にビデオ撮影しそれを審査員が視聴して審査する形態でした。 

 清水さんは 2 年生の時に学習した海洋プラスチックなどの問題を取り上げ、海の大切さをスピーチし

ました。学校での学びから自分ができることを考えた、素晴らしいスピーチでした。1 学期の終業式で

スピーチする予定です。 

 

<生徒総会> ６/３０（水） 

 １・２校時に生徒総会が行われました。今年度は 3 年生が体育館で、1・2 年生は教室で、役員の生

徒が演説する様子を LIVE と放送のハイブリッドの形式で実施しました。生徒会の生徒の準備・運営は素

晴らしく予定より早く会が進行していました。新しいもえぎ野中学校を創っていく大切な会に、多くの

生徒が真面目に真剣に取り組んでいて良かったです。また、今年度の文化祭のスローガンも発表されま

した。今年度のスローガンは“創造”です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

 〇 祝 総合文化祭開催ポスター 佳作入選 3 年 青山陽大さん 2 年 横山智香子さん 

 〇 祝 柔道 市大会ベスト８（県大会出場） 1 年 清水大成さん  

 

 〇 夏季休業中の学校閉庁日 ８月１０日（火）～１７日（火）は、学校業務は行いません。 

緊急時のみ、横浜市教育委員会北部学校教育事務所 ℡０４５－９４４－５９７８に連絡を 

してください。 

 〇 夏休み明けの 2 学期始業式は８月２７日（金）です。元気に笑顔で登校しましょう。 

〇 今年度の卒業式が令和 4 年 3 月 9 日（水）に決まりましたので、お知らせいたします。 



 

8 月行事予定 

 

27 金 

①２学期始業式  総下校

12：40 横浜こども会議 

28 土   

29 日   

30 月 各種委員会  教育相談（～9/9） 

31 火 中央評議会 
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