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夢を叶える 

学校長 飯塚 哲聡 

9月 18日、今年度初めて全校生徒が一堂に会して、体育大会が行われました。「平日、午前中だけのプロ

グラム」や「保護者の観戦無し」など、例年とは異なる開催方法でした。未明の雨と競技中の強風にひやひ

やした面もありましたが、終了後の生徒たちの充実感に、日頃の活動の手応えを感じた一日となりました。 

10月 9日には前期の終業式、12日からすぐに後期のスタートとなりましたが、終業式で生徒に話した内

容をご紹介し、ご家庭でもご協力をいただきたいと存じます。 

 

「生徒の皆さんはもちろん、先生方の誰もが経験したことのない学校生活の前期が終わります。いろいろ

大変だったと思いますが、これも試練の一つ、経験の一つとして前向きにとらえてほしいと思っています。 

さて、校長室にいると、皆さんが会話している声が聞こえてきます。内容まではわかりませんが、笑い声

が響いてきて、とても楽しそうで、先生も嬉しくなります。今朝はハッピーバースデイの歌声が響いていま

した。とっても仲が良くていいですね。学校の休業が続いたことによって、気軽にコミュニケーションがと

れることの有り難さ、大切さを痛感した前期でもありました。そこで今日は、先日職員室で耳にした、いい

なあと思ったお話をします。 

ある先生が、「久しぶりに本を買って読みました」と言いました。どんな本なのか聞いたところ、タイト

ルは「夢を叶えるゾウ」という本だそうです。ゾウは動物のゾウですが、神様だそうです。毎日忙しい生活

をしている中でも本を読むというのは偉いなあと思いました。すると、それを近くで聞いていた先生が

「夢」というものについて、これまた素晴らしいお話をしてくれましたので、それを紹介します。 

“「夢」は語った方がいい。口に出しからには、自分に覚悟と責任がうまれる。 

「夢」は友と語りあった方がいい。語り合った夢はお互いの力となる。友達にも勇気を与え、希望を 

与える。 

「夢」は叶えた方がいい。それは周りを幸せにする。夢が叶った人を見ると、周りの人も嬉しくな 

る。そして、よし自分も！という気持ちにもなる。それが周りを幸せにするすごい力となる。” 

私はこの話にとっても共感しましたし、感動しました。皆さんは今夢がありますか？と聞かれたら、どう

でしょう？夢というと何やら大きなものに感じますが、もう少し身近な「目標」といってもいいかもしれま

せん。さらに細かく、毎日、毎時間の「めあて」でもいいでしょう。常に目的意識を持って行動する。その

積み重ねが、大きな「夢」の実現につながるのだと思います。今日はこの後、教室で連絡票が渡されます

が、所見の欄には皆さんの前期の成果と後期に期待することが書かれています。担任の先生が眠い目をこす

りながら、一生懸命書きました。しっかりと読んで、後期にまた頑張りましょう。」 

 

特に 3年生にとっては進路選択を控え、まさしく夢の実現に向かって踏み出す時期となりました。保護者

の皆さまにも、お子さまの思いや願いを聞いて「自覚と覚悟つくり」にご参加いただければ幸いです。 

後期は 1日 6校時になり 11月からは 50分授業と、すこしずつ以前の活動に戻ります。この半年間、保護

者の皆さまや地域の皆さまに、様々なご協力をいただき、支えていただきました。ありがとうございまし

た。後期もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/nakada/


一騎当千  ～我らの青春 いざ出陣 ～ 

 今年度は、平日の午前中のみ、保護者や来賓の来校なしでの開催となりました。前日の天気予報では、

猛暑日予報。しかし、当日の朝は不安定な天気で早朝は激しい雨に風に…。本当に開催できるのだろうか

と思った人も多くいたのではないでしょうか。 

８時、体育大会を開催したいという熱い思いに掻き立てられるように次第に空が明るくなってきまし

た。準備のために登校してくる生徒たちも傘をたたんでいます。よし、できる！水はけのよい中田中学校

のグラウンドは急速に乾いていきます。スポンジを使って水溜まりを吸い上げたり、砂で埋めたり、ライ

ンを引き直したり、生徒も職員もあちらこちらと走り回り、急ピッチで準備が進められていきました。 

そして、予定時刻から遅れることなく体育大会開会式が始まるころには、空に青空が戻っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

体育大会実行委員長  

今年の体育大会は、コロナの影響で半日開催となってしまい、とても

残念でした。そんな中、先生方の協力で生徒も安心して安全に活動する

ことができ、感謝しています。 

 大会前日の準備を含め、当日まで、委員会の皆と本当に頑張り、他の

委員会の人たちとも一緒に協力して大会を作ることができました。また、

当日は前日の夜と朝に雨が降ってしまったため、ラインが消えてしまっ

たり、校庭に水が溜まってしまったりして、予定より仕事が増えてしま

いましたが、全員で協力して線を引き直し、水溜まりには土を運んで埋

めるなどをして校庭を元通りにすることができました。 

 実行委員だけではなく、他の委員会の人たちも本番中、各係の仕事に取り組み、体育大会を支えてくれ

ました。 

 半日開催になりましたが、とても良い体育大会になったので、十分楽しむことができました。 

 

スポーツ旗掲揚は吹奏楽部演奏の校歌と共に行われ

ました。吹奏楽部が全員で合奏できたのは、体育大会前

日が今年度初。生徒たちの表情から緊張感とともに、喜

びが伝わってきます。 

～ 選手宣誓 ～ 

私たち生徒一同は、体育大会に向けて一生懸命準備

や練習に励んできました。この状況の中、体育大会が

開催できるのは、先生、地域、保護者の皆さまに支え

ていただいたからです。 

この感謝の気持ちを忘れず、生徒一同交流を深め、

正々堂々と戦うことを誓います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第 48回体育大会を無事終わらせることができました。無観客、午前開

催、プログラムの大幅な縮小など、例年にない形での実施でしたが、大

きな事故もなく全校が一丸となって活動できたことに心より感謝して

います。懸命に走る姿、マスク越しにのどをからして応援する仲間の声、

勝利の喜びを分かち合う笑顔、勝者を讃える拍手、たくさんの感動に出

逢えました。そんなすてきな光景を支えたのは、係の活動をしてくれた

体育大会実行委員会の面々をはじめ、委員会の皆さんの力です。今年度

初めての全校行事を成功裏に終えることができた中田中の総力をさら

に高めていきたいです。 

体育大会担当 関川 勇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文化発表会についてお知らせ】 

 展示の部については、公開授業週間に合わせ、10月 26日（月）～30日（金）の昼休み（12:40～13:00）

に地域交流室等で行われます。部活動の作品や教科の作品などが展示されます。授業参観にお越しの折

に、是非ご覧ください。 

 合唱コンクールは延期になります。詳細につきましては、決定し次第お知らせいたします。 

～ 結 果 ～ 

優勝  準優勝  ３位 

１年  ３組  ４組  ６組 

２年  ２組  ５組  １組 

３年  ５組  １組  ４組・２組 

二人三脚 雑巾ポタポタリレー 

１年学年種目 

トローリー 

３年学年種目 ２年学年種目 



【１０月、１１月の予定】 

 

１１月から５０分授業６時間（通常授業）

文化の日

６校時：校内授業研究
　　　　該当クラス以外は５校時後下校

学活：はまっ子読書の日
総合：３年進路説明会　　　　　　　　　　　　　ＰＴＡ実行委員会
生徒会役員選挙告示　ジャージ販売　　　　３校連絡協議会

朝会　　　立候補者説明会　昼休み
３年卒業アルバム全体写真撮影（標準服）
専門委員会・学校保健委員会　１５：３０

　完全下校１４：３０

中央委員会　１５：３０

テスト前残留なし
完全下校１５：２０
総合：学習相談

テスト前部活動なし

                                    
テスト前部活動なし

　　　　　　　　　　　　　　　
後期中間テスト1日目
１、２年は３校時終了後下校
個別支援学級区交流会
後期中間テスト２日目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＴＡ 　ＡＥＤ研修
選挙運動期間（11/25まで）
完全下校１４：３０

３年総合：卒業アルバムグループ写真撮影

３年学活：卒業アルバム個人写真撮影

            

１年：遠足（境川遊水地公園）　　
２年：校外学習　　　　　　　　　　　　　＊雨天27日と入れ替え 勤労感謝の日
３年：特別時間割　（卒業アルバム学級写真）

公開授業週間

学活：避難訓練

立ち会い演説会リハーサル

公開授業週間　文化発表会作品展示　 ➄⑥生徒会役員選挙立ち会い演説会・投票
⑥11月振り返り

総合：３年展示見学 　　　
総合：１年展示見学 選挙結果公示
中田小交流日（生徒会）１４：３０
３年個人面談①　　　３年部活再登校　１５：００ ３年進路資料配付

３年個人面談②   　  ３年部活再登校　１５：００
総合：２年展示見学
尿検査（二次）　内科検診（１年）１３：３０
３年個人面談③　　　３年部活再登校　１５：００
学活：１、２年１０月振り返り 朝会（生徒会役員認証式）

３年個人面談④　　　３年部活再登校　１５：００ ３年４校時終了後下校

＊生徒完全下校　１７：００　　　　　　　　　　　　　　＊予定は変更する場合があります。

内科検診（３年・個別支援級）　１３：３０

30 月30 金

31 土

28 土28 水

29 日29 木

26 木26 月

27 金27 火

24 火24 土

25 水25 日

22 日22 木
眼科検診　１３：００
生徒作品展準備　１５：００

23 月23 金

20 金20 火 東中田小交流日（生徒会）

21 土21 水

18 水18 日

19 木19 月

歯科検診（３年、２年１～３組）８：５０　

16 月16 金

17 火17 土

14 土14 水

15 日15 木

12 木12 月
（後期始業）＊後期から４５分授業６時間
専門委員会　１４：５５

13 金13 火 中央委員会　１５：１０

10 火10 土

11 水11 日

9 月9 金 終業式（後期認証式）

8 日8 木 歯科検診（１年、２年４，５組、７組）８：５０

7 土7 水 尿検査（一次）

5 木5 月 教育実習　

6 金6 火

3 火3 土

4 水4 日

2 月2 金
１，２年生昼食なし　４校時後下校
３年生　英語検定試験（午後）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PTA実行委員会

１１　月１０　月

1 日1 木

４５分授業 日課表

登校 ８：４０

学活 ８：４０～ ８：４５

１校時 ８：５０～ ９：３５

２校時 ９：４５～１０：３０

３校時 １０：４０～１１：２５

４校時 １１：３５～１２：２０

昼 食 １２：２５〜１２：４０

昼休み １２：４０〜１２：５５

５校時 １３：００〜１３：４５

６校時 １３：５５〜１４：４０

学活 １４：４５～１４：５０

清掃 １４：５０～１５：０５

下校 １５：１０

完全下校 １７：００
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