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出会いを大切に
 若葉の季節となり、５月当初はすがすがしい気候でしたが、急に肌寒い日が続くなど不安定な
天気が続いています。新年度が始まり１ヶ月が過ぎ、体の疲れ、心の疲れが出てくる頃です。生
活のリズムを整え、体調を崩さないように気を付けて欲しいと思います。 
４月に進学、進級があり、新しい出会いがたくさん生まれました。１年生は複数の小学校から

集まった仲間たちとの出会いであり、２，３年生はクラス替えにより同じ学年 
の中でもまた新しい出会いがありました。中学生であっても、社会人であって 
も、人が生きていくうえで大切なのが人と人とのつながりです。人と人との出 
会い、ふれあいをぜひ大切にしていって欲しいと思います。 
 茶人で有名な千利休さんが出会いについて次のような言葉を残されています。 
「小さな出会いを大切に育てていくことで、人生の中で大きな出会いに 
なることもあります。」 
 数多くいる人達の中で、今、目の前にいる人との出会いはある意味で奇跡かもしれません。最
初は小さな小さな出会いかもしれませんが、それを大きな出会いに育てていくことができるのか
。“縁”を大切にしていく姿勢は、人にとってとても大切なものだと思います。出会う人を大切
にするからこそ、その出会いがきっかけで、新しい道も開けていくものです。「誰かと出会って
考え方が変わった」「誰かとの出会いから、さらなる人とのつながりが出来た。」このような経
験をすでにしている人も多いのではないでしょうか。自分自身に当てはめてみると、私には中学
卒業後も深いつながりがあり、親友と呼べる関係でつきあいが続いている友人がいるのですが、
その友人との出会いは中学３年生の時でした。小学校も違い、１，２年生の時もまったく話をし
たことが無かったのですが、同じクラスになったことがきっかけで交友が深まっていきました。
友人は教員とは異なった職業についていますので、社会人となってからも友人から色々なものの
見方、考え方にふれることができ、私にとって大切な存在となっています。 
 ５月には、３年生は修学旅行、２年生は上野遠足、１年生は足柄校外学習があります。こうし
た行事への取組を、出会いを育て、深めていく一つのきっかけとしていって欲しいと思います。
また、学校を離れ、校外での学習や集団活動など様々な体験活動をする中で、訪問先での新しい
出会いも待っていることでしょう。各学年それぞれの目的は違いますが、仲間との絆を深めるだ
けでなく、学校では接することのできない方々から多くのことを学び、人としてまた一回り大き
く成長して欲しいと願っています。 
************************************************************************************** 
読書のすすめ
 ４月の朝会では４月２３日の子ども読書の日に合わせて、学校司書の野尻さんより読書につい
ての話がありました。内容を抜粋して紹介致します。 

 ４月に入り、新しく中学生になった１年生の皆さん、新２，３年生にそれぞれ進級した皆 
さんは、どんな夢を持っていますか？ 将来は会社を作って社長になりたいと思っている人 
はいますか？ 最近は大学に在学中に会社を作って社長になる人もいますから、  そんなに 
先の話ではなく、夢が実現する人もいるかもしれません。 
アメリカのスタンフォード大学に経営大学院、ちょっと難しいかもしれません

が、リーダーシップと経営を学ぶ大学院があります。アメリカで、最も選抜が厳 
しい大学院としても知られています。そこの評議員（評議員とは、大学の運営に 
関わる仕事をしている人）７５名が「リーダー・指導者が開発すべき、最も大切 
な能力とは？」と問われ、すべての人が同じ回答をしたそうです。 
「自己認識」「自分を知っていること」と答えたそうです。 
 また、同時に、スタンフォード大学の学生たちに、「大学で最も学びたいことは何か？」 
というアンケートを行った結果、「自分とは何かを知りたい」と８割以上の学生が答えたそ 
うです。スタンフォード大学に行っても、行かなくても「今、中田中学校でできる自分を知  
ること」 の一つに読書があります。 
「この作家は好き」「この作家は好きではない、けれどもこの作家のこの本なら好き」「ミ

ステリーが好き」「この文章に感動した」「この文章はあまり響かない」などは、自分を知る
一歩です。
４月２３日は子ども読書の日です。読書が好きな人はもちろん、好きでない人にとっても、

読書を通じて、自分を知るきっかけになったら良いなと思います。 
 

 昨年の学校だよりでも紹介しましたが図書館の利用者が依然として多い状況が続いています。 
６月には優良児童図書展に図書委員代表生徒と職員が参加をして、購入図書を決める計画も進ん
でいます。図書館には小説などの読み物だけではなく、「ざんねんないきもの事典」など、知的
好奇心を満たしてくれる蔵書も充実しています。人との出会いだけではなく、本との出会いも大
切にして豊かな心を育んでくれればと思います。 



本年度より新採用３名の先生が着任しました 

今回は、フレッシュな先生方の自己紹介と中学生のころを振り返ってメッセージをいただきました。 

西海貴弘先生 

はじめまして。散歩とバレーボールが大好きな西海貴弘です。至らぬ点も多いかと思いますがよろしくお願

いします。自分が中学生の頃は部活を楽しみに学校に通っていました。勉強との両立を頑張りながら充実し

た日々を過ごし、大きく成長することができた３年間でした。 

佐々木亜耶先生 

 今年から中田中学校でお世話になります。佐々木亜耶と申します。毎日生徒と関わる中で自分自身も学ばせ

ていただいています。私の中学時代を振り返ると、勉強や部活動の他にも友人とバンドを組んで休みの日に

練習したり、学校祭で披露したりと活発な日々を過ごしていたのが良い思い出です。今でも友人と会うとそ

の当時の話をします。中田中の生徒のみなさんにも充実した日々を過ごしてほしいと思います。今後ともよ

ろしくお願いします。 

三宅 拓先生 

 みなさんはじめまして。三宅 拓と申します。中田中学校に着任する前は大楠高校というところで勤務して

いました。高校生とは全く異なる中学生の純粋さ、まるでスポンジのような吸収率の高い心に戸惑いながら

も感動しております。様々な場面で皆さんと関わっていけたらと思いますので気軽に声をかけてください

ね。 中学時代は部活漬けの毎日でした。ソフトテニス部に所属しており、毎日厳しい練習に耐えました。

今になって考えると、その頃が一番充実していて自分が成長していたと実感します。僕も授業や部活動の場

面で生徒のみなさんに、少しでも貢献できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

部活動紹介 今年も頑張ります！ 

 仮入部期間が終わり、新入生を迎えて部活動がスタートしました。各部とも目標を新たに熱心に活動してい

ます。応援よろしくお願いいたします。 

野球部  ３－３ 山口基樹 

 私たち野球部は３年９名 ２年９名 １年９名の計２７名で活動しています。先日の春の市大会では３回戦敗

退という結果に終わり悔しい思いをしました。夏の大会では悔いが残らないよう一戦一戦気を引き締めて頑

張ります。 

硬式テニス部 ３－４ 井上真凜 

 硬式テニス部は３年生７人 ２年生５人 放課後は毎日、朝練は火、週末は土曜日に活動しています。１年生

は１３人とたくさんの新入生が入りました。一つでも多くの試合に勝てるように声を出すことや挨拶をしっ

かりするなどの基礎に加え、技術的な面では顧問の先生や外部のコーチにていねいに教えていただいていま

す。応援よろしくお願いします！ 

サッカー部  ３－１ 土肥丈二 

 僕たちサッカー部は、ここまで誰一人欠けることなく活動してきました。夏の大会が近づくにつれ部全体が

引き締まります。大会までの残り少ない時間を大切に使い悔いの残らないよう全力でサッカーをします。  

ハンドボール部  ３－２ 齋藤信太朗 

ハンドボール部は男子２５人（３年６人 ２年１０人 １年９人）女子は１０人（２年９人、１年１人）で活

動しています。毎日の練習は厳しいですが県大会に出場するために日々努力しています。 

ソフトボール部  ３－２ 兼子愛澄 

 ソフトボール部は３年生が１６人 ２年生が５人そして新しく１年生が１１人加わり、更ににぎやかな部に

なりました。私たちは区大会優勝、県大会出場を目標に毎日の練習に励んでいます。夏の大会でもよい成績



を残せるように部員全員で一生懸命頑張っていきます。応援よろしくお願いします。 

女子バレーボール部  ３－１ 榊 あみ 

 お互いを家族のように思い支え合って日々を過ごしています。今では部員も増えさらに活気があふれていま

す。市大会優勝目指して部員全員で日々の練習を頑張っていきます。 

男子バレーボール部  ３－１ 小笠原 笙 

 僕達は県大会を目標に日々練習に取り組んでいます。上手くいかないことがあっても、あきらめずにチーム

で助け合って乗り越えています。 

女子バスケットボール部  ３－４ 赤石水姫 

 女子バスケットボール部では日々の練習を大切にし、１人１人が一生懸命取り組んでいます。今は人数が増

え、できる練習の量が増えました。３年生は残り少ない時間を有効に使い一試合でも多く勝てるように頑張

ります。 

男子バスケットボール部  ３－５ 石井汰一 

 男子バスケットボール部です。僕たちは昨年先輩方から教わったことを大切にして練習に取り組んでいま

す。「市大会出場」を目標に頑張っていきたいと思います。 

バドミントン部  ３－３ 望月晴信  ３－４ 竹下愛子 

 新入部員として男子１４人 女子６人が加わり、男子合計６０人 女子合計２２人 総合計８２人の大所帯で

す。春の区大会、夏の県大会に向けて練習を頑張っています。大会で悔いが残らないよう最後まで精一杯頑

張りたいです。 

吹奏楽部  ３－２ 原ななみ 

 私たち吹奏楽部は上の大会を目指して日々努力しています。今年は基礎的な部分に加え、表現力を向上させ

るために歌練習に力を入れていて、歌の上手なバンドを目指している最中です。４月からフレッシュな１年

生２６人も加わり、新体制となった吹奏楽部の成長はまだまだ続きます！ 

 

書描部  ３－３ 赤石遙菜 

 書描部は１年生１７人 ２年生７人 ３年生２０人。週に２，３回不定期で活動しています。活動内容は絵を

描いたり習字をして美術部展や書写展に出展しています。学校行事でも依頼を受けてイラストなどで貢献し

ています。 

茶道部  ３－６ 野尻彩菜 

 美しいお点前ができるように、今まで以上に一生懸命けいこに取り組んでいきたいです。また、お茶会を通

して地域の方々と交流していきたいと思います。他にも研修茶会等たくさん茶道に触れていきたいです。 

 

将棋部  ３－２ 小山大輝 

 ・活動日 平日 ・活動場所 数学少人数教室 ・活動人数 １年生９人 ２年生１３人 ３年生１０人   

・大会 年に３回団体戦に出場 毎日自由に対局しています。いつも将棋部を大切にすることと、楽しく活

動することを目標に、技量を高め合っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



どんな相談でもお気軽にどうぞ 

 今年度から 川崎 学 カウンセラーが担当してくださいます。本校１F 相談室で    

相談活動を行います。生徒のみなさんはもちろん、保護者のみなさんもお気軽にご連絡

ください。相談室直通の電話がありますのでご利用ください。  

 

毎週水曜日 ９：００～１７：００ 直通電話 ０４５－８０３－４０８５ 

 
 ＊４月号で「校内のセクハラ相談窓口担当についてお知らせしましたが、 

教育相談センターの一般教育相談も、セクハラ相談窓口として利用できます。 

０４５－６７１－３７２６  月～金 ９：００～１７：００ （年末年始を除く平日） 

 

   

５，６月の行事 

16 水 市総合体育大会閉会式（文体）14：00 

中央委員会 15：30 

31 木 ３年健康観察（午前）５校時登校 解団式 

事後指導 ３年総合：５月振り返り含む 

17 木 総合：１年足柄校外学習事前指導 

内科検診 ２年 

1 金  

18 金 足柄校外学習 2 土 開港記念日 

19 土 泉区軽スポー ツ大会（区役所裏遊水地） 3 日  

20 日  4 月 開校記念日 朝会 教育実習（～6/22） 

21 月 尿検査② 心臓検診（１年） 5 火 専門委員会 15：30（清掃なし） 

22 火 ＰＴＡ総会 15：30 6 水 中央委員会 15：30  

23 水  7 木  

24 木 眼科検診（１～３年）生徒下校 14：40 8 金 第２回 PTA実行委員会 11：00ジャージ販売 

PTA常任委員との懇談会 15：40 

学校家庭地域連携事業総会 19：00（図書室） 

25 金 ３年５，６校時 修学旅行事前指導 荷物搬

送 

9 土  

26 土 東中田小スポーツフェスタ 10 日  

27 日  11 月  

28 月 １年代休 ２年上野遠足事前指導 

２年学年内時間割    ３年 修学旅行 

12 火 総合：学習相談 

 

29 火 上野遠足（２年）雨天時 ３０日の授業 

１年学年内時間割 

13 水  

30 水 ２年２校時登校 解団式 事後指導 

上野遠足予備日 総合：５月振り返り含む 

１年１校時 学年内時間割 

14 木 前期中間テスト理科・英語・保体（３年のみ） 

15 金 〃     国語・社会・数学 

救命講習会（AED講習会）13：30 

   *予定は変更になる場合があります。 
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