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からころも 着つつ慣れにし つましあれば 

はるばる来ぬる 旅をしぞ思ふ 

～ 在原業平 ～ 

 

各句の頭の文字を拾うと かきつばた となります。  

「かきつばたの美しい花を見ると、都に置いてきた、唐の衣装のように親しんだ妻を思い出す。 

はるばる遠くまで来たものだな」 という意味です。 

在原 業平は、皆さんがよく知る  

「ちはやふる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに みずくくるとは」 の歌を詠みましたが、

身近なところでは大石神社に祀られている長津田にゆかりの深い歌人です。 

ゴールデンウィークを過ぎるとどの学年も校外学習の取り組みに忙しくなりました。 

先頭を切って 2年生の白樺湖自然教室が行われましたが、3日間ともに素晴らしい晴天に恵まれ

様々な体験学習に取り組むことができました。友達との人間関係を深めるとともに農村体験での農家

の方、ボランティアや宿の方たちなど多くの人たちと関わることで、見聞を広めたことと思います。

また、1年生は中学校初めての学年行事である遠足が三浦ソレイユの丘で行われ、飯ごう炊飯の後は

学級対抗のスポーツ アカリンピックで汗を流しました。3年生は 6月 2日より関西修学旅行に出

発します。実行委員会を中心に、今も最後の準備に余念がありません。最近、夢は経験の関数である 

という言葉を知りました。皆さんの心に深く残る色とりどりの経験が、一人ひとりの夢を大きく育て

ることを願います。 

校外学習の後には、体育祭が控えています。3年生の演技である組体操と響については、体育祭委

員会及び職員会議で慎重に検討しました。今年度は体育活動の成果を試す機会として、体力、気力の

充実した心身を育むというねらいのもと、生徒の体力や集中力に応じた指導を計画的に行っていま

す。（3段タワーは行いません。）来年度は新しい演技の形を造り上げることを計画しています。 

お忙しいところとは存じますが、それぞれの種目で子どもたちの頑張っている姿を応援していただ

けるとありがたいです。              
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藤森太将さんが来校しました！ 

5月 26日に本校の卒業生である藤森太将さんが来校しました。藤森さんはリ

オデジャネイロオリンピック競泳２００ｍ個人メドレー男子代表です。在校生

の皆さんに目標をもって努力していくことの大事さをお話しいただきました。

オリンピックでの活躍を期待しましょう！！ 

 

学 校 教 育 目 標   「学び合い」 「個性」 「自立」 

（１） 生きるための基本的な生活習慣・学力を身につける生徒を育てます。            【知】 

（２） 自分のまわりの人とふれあい、お互いを大切にする心を育てます。             【徳】 

（３） 自他の生命を尊重し、健康でたくましい体を育てます。                  【体】 

（４） 社会の一員として自覚をもち、自分の生き方を決められる生徒を育てます。               【公】 

（５） 体験を通して自分を豊かにし、社会の変化に柔軟に対応できる生徒を育てます。       【開】  
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２学年 自然教室～長野県白樺湖周辺～ 
自然教室実行委員長 渡邊 詩乃 

自然教室に向けてプロジェクトが始まったのは、一年生の後期でした。自然教室のスローガン

である、「究極宣言！一致団結！緑充しようぜ☆Ｇｒｅｅｎ ｐｅｏｐｌｅ☆」を意識し、準備を

進めてきました。あれから数ヶ月経ち、５月２２日から２４日まで自然教室に行ってきました。

舞台となったのは、長野県茅野市にある白樺湖周辺です。ここは山に囲まれた自然豊かな所で、

今回のイベントにはぴったりな場所でした。 

 １日目は、八島ヶ原湿原でのハイキングです。天気は晴れ。涼しい風が心地よく、少し霧のか

かった美しい山々など、素晴らしい自然の景色を見ながら歩きました。しかし、歩く道は険しく、

石や岩が転がって歩きづらかったのですが、皆で声をかけ、助け合いながら歩いて行ったのが非

常に印象的でした。２日目は、ほっとステイ（農村体験）とキャンプファイヤーがありました。

ほっとステイでは、各班を受け入れていただいた家庭に行き、それぞれの家庭で田畑作業をした

り、川で遊んだり、私たちの住む横浜では体験できないような経験をすることができました。キ

ャンプファイヤーでは、各クラスのスタンツを披露したり、学年全体で歌ったり踊ったりする中

で会場がものすごく盛り上がりました。最後にサプライズでたくさんの花火があがった時、学年

全体から大きな歓声がありました。とうとう迎えた最終日。この日は鷹山ファミリー牧場にて牧

場体験をしました。トラクター体験や魚つかみなど４つの体験を通して、命をいただくことの大

切さや農作業の大変さについて改めて考えさせられました。 

 たった３日という長いようで短い時間の中で、緑学年一同、非常に貴重な体験をすることがで

きました。そして多くのことを学びました。今後、学校や日常の生活を送る上で、今回学んだこ

とを大切にし、活かしていけるようにしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１学年 遠足～長井海の手公園 ソレイユの丘～ 
５月２４日（火）晴れ渡った青空の下、１学年の遠足が行われました。行き先はソレイユの丘。

飯盒炊爨と学年レクを行いました。飯盒炊爨は、味も濃さもごはんの炊け具合もさまざまでした

が、確実に思い出の味になったようです。また、クラスが団結して挑んだ大縄跳びとメディシン

グボール。学校のグランドとは違う土と草の大地の上で、楽しみながら活動が出来ました。 

「１１１トリプルワン１致団結１年生で楽しもう！ファイト１発赤学年！」短い期間でしたが、

実行委員会を中心に準備を進めてきた今回の遠足。真夏のような暑さが心配されましたが、海か

らの心地よい風のおかげで、体調を崩すこともなく、活動を終えることが出来ました。 

    

 



今年の意気込み～各部活動 部長の皆さんからコメントをいただきました～ 

陸上競技部：僕たちは、トラック・駅伝での全国大会出場と、総体での 

  総合優勝を目標として、部員全員で頑張っていきます。 

        男子部長 黒巣 凌我 女子部長 阿部 葵 

サッカー部：一昨年よりも昨年、昨年よりも今。サッカー部一丸となっ 

て、今まで先輩方の記録を越えてみせます。 

目指せ！県大会優勝！        部長 生井 倭斗 

野球部：野球部は、部員みんなが仲良く活発に毎日練習をしています。 

春の大会での悔しさをバネに、今の仲間と少しでも長く野球が 

出来るよう頑張ります。         部長 松本 周也 

男子ソフトテニス部：２年半の努力を、目標の県、関東大会へすべてぶ 

つけます。ご期待ください。応援よろしくお願い 

します。          部長 鈴木 晴貴                   

女子ソフトテニス部：私たちの目標は関東大会に出場することです。そのためにもモットーである３H（心・頭・

技）を大切に個人戦、団体戦共に頑張ります。          部長 石田 紗弥香 

男子バスケットボール部：僕たち男子バスケットボール部は、夏の大会に向けて日々努力しています。最後の大会

は悔いが残らないように頑張りたいです。           部長 平木 亮次 

女子バスケットボール部：毎日の練習の成果を夏の大会で発揮し、悔いのない試合をしていきたいです。 

                                          部長 長原 優杏 

男子バレーボール部：僕たちは関東目指して一生懸命頑張ってます。神奈川は全国的に強いですが、多くの人に恵 

まれて、関東まであと一歩なので、夏に向けて頑張ります。     部長 桝田 修輔 

女子バレーボール部：私たち女子バレーボール部は夏の大会で市ベスト 16、県大会出場を目標に日々の練習を一生

懸命に気を抜かずに頑張りたいと思います。             部長 日高 静音 

バドミントン部 男子：１日１日の練習を大切に熱心に取り組み、夏の試合で今まで練習してきたすべてを出し切

り悔いの残らない結果を出し世代交代をする！          部長 道祖尾 和樹 

        女子：今年度は、新しい部員がたくさん入り、100人も超えるほどになりました。この人数を生

かしてどの部活よりも明るく活動していきたいです。       部長 山賀 きづな 

卓球部：今年は目標を意識し、向かっていけるように練習メニューをしっかりと組み立て、全力でこなせるように 

日々頑張っていきます。                           部長 佐藤 孝樹 

剣道部 男子：新入部員を迎え新たなスタートを切りましたが、三年生はゴールまで間もないです。これからが本 

番なので、今までの努力が無駄にならないように頑張ります。       部長 白橋 勇人  

    女子：今まで積み上げてきた努力を全力で発揮し、仲間とともに大会で良い成績を残したいです。１年生

も大勢入ったので、しっかりと育てていきたいと思います。        部長 沢藤 杏 

美術部：今年度、地区センターに出す作品をグループの共同制作としてチャレンジしたいと思います。また、明る

く楽しく活動が出来るように頑張りたいです。                 部長 清水 咲良 

合唱部：去年に引き続き、TBS こども音楽コンクールで一次審査に合格し、そして本選で優秀賞を取りたいです。

発表する機会を大切にし、練習していきたいです。               部長 清水 詩音 

科学部：昨年度、あまり活動することが出来ませんでした。なので今年度はより多く活動し、様々な化学反応に関

心を持って実験していきたいと思います。                   部長 藤田 晴喜 

将棋部：こんにちは！将棋部です。夏の大会に向けて、様々な戦法や技などを身につけていけるように努力しなが

ら活動していきたいです。                          部長 三宅 帝雅 

英語部：今まで以上に積極的な活動を図り、コミュニケーション能力の向上を目指します。部員一人ひとりが英語

に親しみ、楽しみながら活動していけたらと思います。             部長 松本 茉依 

吹奏楽部：今年は１年生 33 人が入部し、総勢 82 人で自由にのびのびと活動しています。強く願えば夢は叶うと

信じ、全国大会を目指し頑張っていきたいです。               部長 石井 万結 

 



●スクールカウンセラー● 

＊６月のカウンセリングの予定 

・６月 ３日(金)  ９時～１７時 

・  １０日(金)  ９時～１７時 

・  １７日(金)  ９時～１７時 

・  ２４日(金)  ９時～１７時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カウンセラー専用直通電話 

電話０４５（９８１）８４６１ 

前期中間試験 

―６月１３・１４日― 

 楽しい学年行事と体育祭の合間に、中間

試験があります。各学年で配布される試験

範囲表を確認し、計画的に準備して臨みま

しょう。 

 

 なお、６月１０日に試験を行う全教科

で、学習相談日が設けられます。初めて試

験を受ける１年生の皆さんや、試験勉強の

やり方などに質問がある生徒さんは是非

利用してください。 

 ご家庭でもお子様にお声かけをお願い

します。 

１・２年 英語 数学

３年 数学 英語

１４日（火） 全学年 理科 国語 美術

社会１３日（月）

平成２８年４月・５月 部活動 活動報告 

[陸上競技部] 

神奈川県中学校陸上競技選手権大会 

４月２９日(金)、５月１日(日) 三ツ沢公園陸上競技場 

男子棒高跳 ２位：岡部 彪冴 ４ｍ０５ 

８００ｍ  ７位：黒巢 凌我  

３０００ｍ ７位：井上 颯真  

砲丸投   ８位：大久保 颯純 

 

[男子バレー部] 

平成２８年度神奈川県中学校バレーボール選手権大会 

横浜地区予選会(春の市大会) 第３位 

 

[サッカー部] 

第６１回横浜市長旗争奪ジュニアサッカー大会   

横浜Ｃブロック 予選リーグ突破 

 

[バトトミントン部] 

緑区春季バトミントン大会 

男子ダブルス第３位(１ペア)：３年道祖尾・平本ペア 

女子シングルス第３位(２名)：２年仲倉、３年佐野 

 

[男子テニス部] 

神奈川県中学校総合体育大会ソフトテニス競技の部 

緑区大会個人戦  ５月３日 中山中学校 

優勝 ：北川・安藤ペア 

準優勝：阿部・堀江ペア 

３位 ：鈴木・綿貫ペア 

５位 ：橋爪丈豪・橋爪丈徳ペア 

７位 ：大杉・梅村ペア 

８位 ：下川・藤山ペア    

他２ペアがベスト１６ ４ペアがベスト３２進出 

以上１２ペアが７月２日に行われる緑・港北地区大会に

出場します。 

 

[女子テニス部] 

５月４日 十日市場中学校 ５月５日 緑が丘中学校 

優勝 ：伊藤愛澄・若山ペア 

準優勝：細川・石田ペア 

５位 ：辻・長嶋ペア 

６位 ：伊藤和歌・五十嵐ペア 

７位 ：伊藤愛華・木下ペア  

他２ペアがベスト１６ 

以上７ペアが７月２日に行われる緑・港北地区大会

に出場します。 

 

☆６月のおもな予定☆ 

 2日（木）開港記念日 

 2日（木）～４日（土）3年修学旅行 

 ６日（月）3年修学旅行代休 

 ７日（火）専門委員会 

１０日（金）学習相談 

１３日（月）・１４日（火）前期中間テスト 

１４日（火）学家地連総会（道場） 

１６日（木）中央委員会 

２１日（火）体育祭予行 

２２日（水）体育祭準備 

２３日（木）体育祭 

２８日（火）進路説明会 


