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心をこめる
校長 山下 昌永
今年は台風による塩害の影響で多くの木の葉が枯れてしまいましたが、残った葉が 10 月に入ってから
徐々に色づいてきました。地域では「秋まつりや」
「レクリエーション大会」
「さかえ・ふれあい運動会」な
ど、たくさんの行事が催され、本校の生徒もたくさんボランティアとして参加することができました。さま
ざまな行事や会議において地域の方とお会いすることが多いのですが、
「今年は例年よりもたくさんの生徒
さんにボランティアに参加していただいて、本当に助かりました。頼りにしています。
」との声をあちらこ
ちらでいただきます。
特に今年は、
「笠間地区敬老の集い」において、演劇部が振
り込め詐欺防止をテーマとした「防犯劇」を演じたことが注目
を集めました。演劇部顧問の渡部教諭が、最近の振り込め詐欺
で報告されている事例をもとに台本を制作し（つまり初演とい
うことです）
、少ない練習時間の中、演劇部員による熱演が披
露され、参加した方々に喜んでいただきました。当日は吹奏楽
部も演奏を披露し、グラウンドでは「笠間地区秋祭り」のゲー
ムコーナーなどで多くの生徒がボランティアに参加しました。
参加した皆さんが、心をこめて活動をしたことが地域の方々からの感謝の声につながったのだと思います。
大切なことは、どれだけたくさんのことや偉大なことをしたかではなく、
どれだけ心をこめてしたかです。 ～マザー・テレサ（ノーベル平和賞受賞者）～
今、学校では「楠笑祭」の準備で大詰めを迎えています。今年はテーマを「平成最後の響思曲（ラプソデ
ィー）
」として発表するクラスや委員会をはじめとする各団体が、様々な工夫を凝らしています。特に合唱
コンクールに取り組むエネルギーは素晴らしいものがあります。午後の授業の後は合唱練習の声が校舎内に
響き渡っています。各クラスの力強い歌声や豊かな表現力のある美しい歌声をあちらこちらで聴くことがで
きます。また、例年よりも充実した内容の展示やステージ発表の準備も着々と進められています。当日の発
表がどのようなものになるのか楽しみです。
このような「楠笑祭」の発表についても、出来映えが良いに越したことはありませんが、最後は演じる人
が「心をこめて発表することができた」と思えることが大切ではないかと思っています。その気持ちは聴く
人・観る人の心に必ず伝わると思っています。この行事に参加した生徒や保護者・地域の皆様にとって、い
つまでも心に残るような行事になることを願っています。是非、足をお運びいただければと思います。

2 年生 地域学習
今年で３年目となった地域学習の学年発表会が 9 月２２日（土）
、授業参観の日にあわせて行わ
れました。6 月からはじめたこの地域学習では、自分たちの住んでいる栄区の名所、旧跡、産業
などを班で分担して調べ、9 月 11 日（火）に現地調査を行いました。学習した内容はまずクラス
で発表され、その中から選ばれた２班が学年発表会にのぞみました。どの班もプレゼンテーショ
ンソフトを使って作成したスライドを準備し、説明だけでなくクイズを入れるなど工夫をこらし
たすばらしいものでした。
また、今回の成果は『栄区ガイドブックＨ３０年度版』としたまとめたものを楠笑祭にて展示
しますので、ぜひご覧ください。

笠間秋祭り ・敬老の集い
１０月７日（日）に笠間小学校で「笠間秋祭り」と「敬老の集い」が開催されました。
吹奏楽部の演奏や演劇部の振り込め詐欺注意の「防犯劇」の発表がありました。１，２年生中
心でしっかりと準備し、見ていただいた方に元気を与えることができ、たいへん素晴らしい発表
になりました。
また、当日は秋祭りのボランティアで参加した西本郷中生もたくさんいました。その中から２
年生の中村さんと１年生の向出さんの感想を紹介します。
◇最初は休みがなく、結構忙しいのかなと思っていたのですが、自由時間などもあって
とても楽しかったです。自分の担当以外の仕事も自主的に手伝いをしたときに、
「あ
りがとう」と言ってもらえて嬉しかったです。また機会があれば、ぜひボランティア
に参加したいです。 ２年１組 中村英吾
◇仕事が意外と多くて大変でしたが、普段あまり関わらない地域の方々と交流すること
ができて、とても楽しかったです。また、普段できないことができて、とても良い経
験になりました。 １年３組 向出 智絵

さかえふれあい運動会
１０月２０日（土）にさかえふれあい運動会が桂台中学校で開催されました。さかえふ
れあい運動会とは、障害がある方と中学生が力を合わせて運動会の競技に挑戦したり、吹
奏楽の演奏を楽しんで交流する催しです。本校からは、吹奏楽部の生徒がボランティアと
して参加し、共に競技を楽しみました。以下、生徒の感想です。

私たちは、毎年参加しているさかえふれあい運動会に今年も参加させていただきました。昨年は、あいにくの雨で
したが、今年は晴天に恵まれ、グラウンドで行うことができました。運動会では、玉入れや、綱引き、大玉転がしな
どの競技があり、障害がある方も、サポートしている私たちも楽しむことができました。また、私たちの方から積極
的に話しかけることで、とても明るく楽しく活動することができました。普段の日常生活の中で障害がある方と直接
接する機会があまりないので、とても貴重な経験をすることができました。(吹奏楽部部長 梶井 悠夏)

第６回 楠笑祭 保護者の皆さまへお願い
いよいよ来週は楠笑祭本番です。たくさんの保護者の皆さまが行事を応援してくださることに心から感謝しており
ます。楠笑祭開催にあたり、皆さまにお願いがございますので、ご協力よろしくお願い致します。
＜ 合唱コンクール ＞
♪全て指定席（２・３階）で、鑑賞券は 1 名につき、1 枚必要です。事前に申し込まれた方のみ鑑賞できます。
♪鎌倉芸術館前・受付前には待機場所がございませんので、開場時間より早くおいでにならないようお願いします。
♪館内は飲食禁止です。アメ・ガムなどもご遠慮ください。飲み物はロビーで飲むことができます。
♪合唱中はホールの出入りができません。1 クラスが終わるまでお待ちください。
♪昼食はロビーも含め食べる場所がありません。午後の部も鑑賞される方は一度、退館されるようお願いします。
♪フラッシュを使用しての写真撮影はご遠慮ください。
♪ＤＶＤ用の録音をしておりますので、携帯電話は電源をお切り頂くか、機内モード等電波を発しない設
定にしてください。また、デジカメやビデオの電子音も響きわたらないようにご協力ください。
♪撮影した映像をインターネット等にアップロードすることはご遠慮ください。
♪三脚を用いてのビデオ撮影は、他の方の迷惑になるため、ご遠慮ください。
♪ゴミはすべてお持ち帰りください。
♪全館禁煙です。喫煙はご遠慮ください。
＜ ２日目 ＞
体育館発表
☆体育館ステージ発表は、出演生徒の保護者の皆さまに鑑賞チケットをお配りしております。鑑賞チケット
をお持ちの方は体育館に入場できます。チケットをお持ちでなく鑑賞を希望される方は、PTA カフェで
のテレビ中継をご利用ください。
☆体育館ステージは発表ごとの総入れ替え制です。体育館への入場は中央扉から、退場は両サイドの扉から
お願いします。総入れ替え制なので、スムーズに出入りができますよう、ご協力お願いします。
☆靴は靴袋をご用意の上、席までお持ちください。
☆ビデオ撮影は可能ですが、撮影エリアが決められています。保護者席後方です。しおりに体育館の席、撮
影エリアが掲載されていますので、撮影を希望される方はご確認ください。
☆外壁の改修工事により、非常口が入口、出口のみとなります。避難経路確保のため、体育館後方での鑑賞
は禁止とさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
☆撮影した映像、写真をインターネット等にアップロードすることはご遠慮ください。
校舎内見学
☆9：00～15：30(予定)で校舎内を見学することができます。
☆見学はご家族のみに限らせていただいております。在校生のご兄弟・ご姉妹の場合も保護者の方と行動を
共にされる方のみに限らせていただきます。
☆時間によっては、展示をご覧になれない発表団体もあります。あらかじめご承知おきください。
☆上履き、保護者証をお持ちください。
☆お車でのご来校はご遠慮ください。

様々な場面でご協力いただき、ありがとうございます。こどもたちにとって実り豊かな、思い出深い楠笑祭と
なりますよう願っております。

おめでとうございます（表彰関係）
陸上競技部
◎神奈川県選抜陸上競技大会 (７月８日 三ツ沢陸上競技場)
1 年生女子１００ｍ 及川理子 １３秒６５ 第１２位
◎神奈川県通信陸上競技大会 (７月２２日、２４日 平塚陸上競技場)
１年生女子１００ｍ 及川理子 １３秒４４ 第１４位
1 年生女子４×１００ｍR 西尾美咲―及川理子－谷地佑奈－玉川葵 ５５秒６１ 第１４位
◎神奈川県総合体育大会 陸上競技の部 (１０月６日 三ツ沢陸上競技場)
男子共通走高跳 綿野晃生 １ｍ７５㎝ 第９位
剣道部
◎第６ブロック予選会
女子 ３位
◎横浜市新人剣道大会
男女 ベスト１７ → 県強化指定校決定戦 出場
演劇部
◎横浜市中学校総合文化祭 横浜市中学校放送コンテスト
３年３組 川合亜実 アナウンス部門 優秀賞
⇒ 神奈川県放送コンテスト（11 月３日）出場
３年２組 清水美裕 朗読部門 優良賞
⇒ 神奈川県放送コンテスト（11 月３日）出場
水泳競技部
◎栄区秋季水泳競技の部(９月８日 山手学院)
男子総合 第３位
女子総合 第２位
男女総合 第２位
女子 200ｍメドレーリレー (金田れん、向出智絵、森友佳、徳冨佳奈) 第２位
男子 200ｍメドレーリレー (石黒翔大、石井海翔、藤崎聖也、髙田陸) 第３位
女子 100ｍ自由形 第１位 徳冨佳奈、女子 100ｍ平泳ぎ 第２位 向出智絵
女子 100ｍ背泳ぎ 第２位 金田れん、男子 100ｍ背泳ぎ 第１位 石黒翔大、第３位 向田憲史
女子 100ｍバタフライ 第２位 今井彩乃、第３位 岡澤風佳 男子 100ｍバタフライ 第１位 藤崎聖也
女子 200ｍ個人メドレー 第３位 岡澤風佳、男子 200ｍ個人メドレー 第１位 上田斉汰
女子 50ｍ自由形 第１位 徳冨佳奈 男子 50ｍ自由形 第２位 髙田陸
女子 50ｍ平泳ぎ 第２位 向出智絵 女子 50ｍ背泳ぎ 第２位 金田れん
男子 50ｍ背泳ぎ 第１位 石黒翔大 女子 50ｍバタフライ 第１位 森友佳
男子 50ｍバタフライ 第１位 藤崎聖也、第２位 髙田陸
女子 200ｍ自由形 第３位 那須彩愛、男子 200ｍ自由形 第３位 向田憲史
女子 200ｍ平泳ぎ 第２位 今井彩乃、女子 100ｍ個人メドレー 第１位 森友佳
男子 100ｍ個人メドレー 第３位 上田斉汰
女子 200ｍフリーリレー (徳冨佳奈、向出智絵、森友佳、金田れん) 第２位
男子 200ｍフリーリレー (向田憲史、石黒翔大、髙田陸、藤崎聖也) 第２位
混合 300ｍリレー(徳冨佳奈、髙田陸、森友佳、金田れん、石黒翔大、藤崎聖也) 第１位(大会新)
◎神奈川県中学生水泳競技大会<県新人選>(9 月 2 日 横浜国際プール)
男子 50ｍバタフライ 第 12 位 髙田陸
バスケットボール部
◎横浜市中学校バスケットボール新人 A ブロック大会
女子 １回戦 西本郷 ５２－３０ 下瀬谷
２回戦 西本郷 ４８－３５ 矢向
３回戦 西本郷 ２３－７２ 名瀬
男子 ２回戦 西本郷 ７１－３２ 鶴見大付属
３回戦 西本郷 ５２－４２ 飯島
４回戦 西本郷 ５２－８３ 豊田

11 月のおもな予定

１日（木）楠笑祭 2 日目
８日（木）3 年市学習状況調査（国・理・社）
９日（金）3 年市学習状況調査
（数・英・生活）
15 日（木）～19 日（月）2 学期期末試験

（国・理・音）
（数・技家・美）
（英・社・体）
理科
◎平成３０年度第６２回日本学生科学賞神奈川県作品展
２年 向田憲史 神奈川県科学教育振興委員会賞
「生分解性プラスチック～海洋汚染と向き合って～」
英語科
◎神奈川県中学校英語弁論大会 兼 高円宮杯 第 70 回全日本中学校英語弁論大会 神奈川県予選
３年１組 杉本清華 ６位

