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暁（あかつき）の 紺朝顔や 星一つ 

～ 高浜虚子 ～ 

校長 星野 久美子 

 今年は６月５日が梅雨入りでしたが、例年に比べて雨が少

なく感じます。関東地方の水不足は深刻化し、利根川水系が

取水制限に踏み切ったことを知りました。 

神奈川県には５つのダムがあります。総貯水容量約 2 億ト

ンの巨大ダムである宮ヶ瀬ダムが 2000 年に完成したこと

で、神奈川県民は水の心配をすることがなくなりました。 

しかしその陰には、ダム建設によって水没した 300 戸の暮ら

しがあります。水は大切に使いたいと思います。 

 

 さて、各学年ともに校外学習と中間試験を終え、体育祭に向けて演技や競技、応援練習に余念のない取組

をみせています。そのような中、６月１４日（火）に、「学校懇話会」と「田奈中学区 学校・家庭・地域連

携事業実行委員会総会」（以下、学家地連と省略します）が行われました。 

学家地連は、「田奈中学校区内の学校、家庭及び地域が連携し、児童・生徒をはじめとする青少年の問題行

動等の防止及び健全育成を図るため、事業を実施」します。学家地連が制定された昭和５８年は、暴力行為

や薬物乱用などの青少年の問題行為が大きな社会問題となっていました。そこで横浜市教育委員会は、学校

と保護者だけでなく地域も共に、青少年の問題行動等の防止と健全育成に取り組む組織「学家地連」を各中

学校区に制定しました。１１月に本校を会場として行われる「ふれあいの集い」は、学家地連事業の中の大

きな柱で、長津田小・長津田第二小・いぶき野小・田奈中４校の学校職員、PTA 役員、自治連合会、各自治

会、スポーツ推進委員、青少年指導員、民生児童委員、保護司、公的機関など多くの方々にご協力をいただ

き運営されています。今後も本事業の趣旨をご理解の上、児童・生徒の健全育成にご協力いただけると幸い

です。 
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６月号 
平成２８年６月２０日     

横浜市立田奈中学校 

 

 

 

 

 

     

 

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】  

学校懇話会 

 ６月１４日（火）に学校懇話会が開かれました。地域、保護者、学校、それぞれの代表者が集まり、

本年度の田奈中学校の学校経営方針や年間計画、配当予算、小中一貫教育などについて懇談を持つとと

もに、平成２７年度の横浜市学習状況調査（現２・３年生）の各教科の結果と分析から、本校生徒の学

習への取り組み状況と課題等について話し合いました。 
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３学年 修学旅行 ６月２日～４日 京都・奈良方面 

 修学旅行実行委員長  明石 梨花さん 

三学年最大のイベント、修学旅行が終わりました。どれも楽しい思い出ばかりでした。一日目のＵ

ＳＪでは、最先端の楽しさを、皆、充分に感じることが出来ました。二日目の京都観光では、グルー

プごとに専属のタクシーでゆっくりと観光できました。三日目の奈良公園では最後に鹿と触れあい楽

しむことが出来ました。全体としては、学年全体で行動するところがなかったので、学年の和と輪を

より強くすることがあまり出来なかったように思います。三日間楽しむことは出来たけれど、楽しま

せることは出来なかったという人が多かったです。体育祭では最高学年として、他学年をひっぱり、

全体を盛り上げ、楽しみたいです。これからも学年の和と輪を強くしていけるよう、黄学年一丸とな

り、頑張っていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

平成２８年度 田奈中学校体育祭 いよいよ 23日開催です！ 
 

 

 

 

 

体育祭に向けて     体育祭実行委員長 黒巣 凌我さん 

  体育祭実行委員長の黒巣です。宿泊行事、定期テストが終わり、次はいよいよ体育祭です。今年 

度の体育祭スローガンは、「疾風迅雷～闘志と絆を胸にねらうは一つあの栄光」です。具体的には、 

体育祭当日、競技や応援を田奈中生一人ひとりが全力で楽しみ、仲間とともに熱くなることができれ

ば、良い体育祭になると思っています。 

 また、体育祭は学校が一つになれる行事だと思います。他にもさまざまな行事がありますが、体育

祭はクラス別でも学年別でもなく、学年を超えて一つの目標に向かっていける唯一の行事だと思いま

す。そして、スローガンにもある勝利と栄光を目指して、田奈中生全員で大いに盛り上がり、最高の

体育祭を皆で作りあげていきましょう。 

 

 １年（９クラス） ２年（9 クラス） ３年（８クラス） 

赤組 7 組・8 組・9 組 1 組・3 組・8 組 2 組・4 組・5 組 

白組 1 組・3 組・5 組 2 組・4 組・9 組 1 組・6 組・7 組  

青組 2 組・4 組・6 組 5 組・6 組・7 組 3 組・8 組 

 



各色、応援練習が熱くなってきました！！ 
 体育祭を間近に控え、朝は校舎の中から、放課後は校舎周辺から、応援練習の声が聞こえてきて

います。３年生が行事の中心となり、盛り上げていく姿がそこにあります。本番に向けて各色応援

団長の思いを聞いてみました。 

 

 

赤組 応援団長 安藤 陸弥さん 

 三年生にとって最後となる今年の体育祭。僕は今年度の体育祭を、一人ひとりが全力を出しつくし、

いままでの体育祭の中で一番最高のものにしたいと思っています。中学校三年間赤組の応援団で、優

勝を一度も経験したことのない僕は、今年応援団長として、優勝と応援賞のダブル受賞を目標に頑張

っていきたいと思います。しかし、応援団の頑張りだけでは、賞を取ることができません。応援賞を

取るには、赤組全員の力が必要です。赤組の一人ひとりの全力の声が、青組、白組を超え、一番体育

祭を楽しみ、盛り上げることができたなら、優勝と応援賞のダブル受賞に大きく近づくことができる

と思います。最後は嬉し涙を流して終われるような、最高の体育祭を作り上げていきましょう。 

 

白組 応援団長 小野 恭輔さん 

 僕が応援団になったからには、白組を引っ張って、優勝に導こうと思います。僕が白組優勝のため

に必要だと思うのは、チームの団結力です。僕達応援団が必死に応援して、振り付けをみんなに覚え

てもらい白組を一つにして、赤と青より凄味のある良い応援をしたいと思います。昨年は、応援賞を

赤組が取っていたので、今年は、白が応援賞を取ろうと思います。応援団だけが目立つのではなく、

白組全員で目立っていきましょう。 

 僕は、まだまだ未熟で、わからないこともたくさんありますが、自分なりに頑張りたいと思います。

なので、皆さんどうか応援よろしくお願いします。 

 

青組 応援団長 平木 亮次さん 

 自分が応援団長になった理由は、今年で最後の体育祭を、自分たちで盛り上げていかれたらいいな、

と思ったからです。 そして、その通りに応援団長になったので、青組を優勝させることはもちろん、

みんなをもりあげて、自分に出来る精一杯を出していきます。 応援では、みんなが飽きない応援を

考え、ほかの色に負けない大きく迫力のある振り付けをしていきます。 

 しかし、僕たち応援団だけが頑張っても、総合優勝を勝ち取ることは出来ません。ですから、青組

のみんなも応援団と一緒に声を出して、色全体で盛り上がっていきましょう。そして、どの競技も一

生懸命に取り組み、楽しみながら応援していきましょう。その結果として、総合優勝を勝ち取れたら

最高ですよね！ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

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！！ 

 



平成２８年６月 部活動 活動報告 

 

[陸上競技部] 

平成２８年６月４日(土)・５日(日) 三ツ沢公園陸上競技場 

第６２回全日本中学校通信陸上競技大会 神奈川県大会 

第３８回 横浜地区大会 

１年男子１５００ｍ ３位 井上 詠祐大 

（県大会出場決定） 

 

※救済大会にて県大会出場決定者 

<男子>          <女子> 

８００ｍ ：黒巢 凌我   １００ｍ、２００ｍ 

８００ｍ ：古田島 直希     ：河原 梨温、福田 朱音 

３０００ｍ：井上 颯真   ８００ｍ ：越智 陽香 

棒 高 跳：岡部 彪冴  １００ｍＨ：久保田 詩織 

走 高 跳：荏原 雅貴   走 高 跳：藤森 咲妃 

走 幅 跳：増田 大知   走 幅 跳：阿部 葵 

砲 丸 投：大久保 颯純  走 幅 跳：斎藤 桃花 

砲丸投、四種競技          砲 丸 投：山田 果歩 

：鉢呂 諭司    砲 丸 投：岡 朝美 

                          砲 丸 投：月足 真緒 

      共通４×１００Ｒ：福田・舛永 

遠藤・河原 

 

[男子バレー部] 

平成２８年６月４日(土)、６月１１日（土） 

平成２８年度神奈川県中学校バレーボール選手権大会 

県ベスト 8 

 

[剣道部] 

平成２８年６月５日(日) 神大付属中 

緑区中学校春季剣道大会 

男子団体 ２位  

女子団体 ３位 

 

平成２８年６月１２日(日) 緑スポーツセンター 

緑区区民剣道大会 

中学２年女子の部 優勝：細田 光里 

中学３年女子の部 ２位 三村 祐心 

中学３年男子の部 ３位 白橋 勇人  
 

カウンセラー専用直通電話 

電話０４５（９８１）８４６１ 

保護者面談 
７月１２日（火）～１５日（金） 

１３：３０前後より保護者面談が行われま

す。お子様の学校での様子や学習面・夏休

みの生活等について、短い時間ですがお子

様の成長のために有意義な時間がもてた

らと思います。お忙しいとは存じますが、

よろしくお願いいたします。 

 面談日時は、後日配布される面談希望票

をもとに、クラス担任からお知らせがあり

ます。 

※上履き・ネームカードをご持参くださ

い。また、お車、自転車での来校はご遠慮

ください。 

 
 

 

●スクールカウンセラー● 
＊７月のカウンセリングの予定 

・７月 １日(金)  ９時～１７時 

・   ８日(金)  ９時～１７時 

・  １５日(金)  ９時～１７時 

☆７月のおもな予定☆ 
 ５日（火）専門委員会 

 ６日（水）１学年懇親会 

８日（金）中央委員会 地区懇談会 

１２日（火）～１５日（金）保護者面談 

１９日（火）大掃除 ２学年懇親会 

２１日（木）夏期休業開始 

高校見学会 
今年もＰＴＡ活動の一環として高校見学

会を実施いたしました。 

６月１６日（木） 

元石川、荏田、日本大学 

６月２０日（月） 

東海大相模、相模原、大和 

進路の参考になれば幸いです。多数の申し

込みをいただき、ありがとうございまし

た。 

 


