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おりとりて はらりとおもき すすきかな 

 ～ 飯田蛇笏 ～ 

 

校長 星野 久美子 

 すすきは団子と共にお月見のお供えものとして知られています。

今年の十五夜は９月１５日でした。中国から伝わった美しい秋の月

を観賞する習わしは、秋の稔りに感謝する行事へと変化しました。 

ちょうど里芋やさつまいもなどの芋類が収穫される時期なので

「芋名月」という別名でも呼ばれています。今でもお月見のお供え

ものを、子どもたちは楽しみにしているのでしょうか。 

  

 夏休みをはさんだ７月から９月にかけては、地域での中学生の活動が多い時期でした。 

まず、７月には福祉委員によるつたのは学園交流会がありました。（次頁参照）恒例の杉山原夏祭りにおけ

る吹奏楽部演奏では多くの方たちから励ましの言葉をかけていただきありがとうございました。８月に長津田

消防出張所で行われた普通救命講習には本校生徒が２５名参加しました。座学・実習を含め３時間ほどの講習

で、地元の消防団の方からも指導を受けました。最後に受講証明書をいただいたことで救命の意識が高まった

ことと思います。９月に行われた長津田地区敬老会では吹奏楽部が演奏を披露しましたが、会場準備ではバド

ミントン部、後片付けでは男女バスケット部が協力してくれました。きびきびとした中学生の準備や後片付け

の様子に地域の方よりお褒めの言葉をいただきました。 

この後、11月には２年生による職場体験や認知症予防講座における生徒の寸劇参加、12月には長津田お

とまつりにおける吹奏楽部・合唱部の参加などが予定されています。 

地域での様々な体験は、中学生が地域社会の一員として自覚をもつ大切な機会となります。また、様々な人々と 

ふれ合うことでお互いを大切にする心を育てていきたいと思います。引き続きご協力をよろしくお願いします。 

 

防災訓練に参加して 

初めて地域防災訓練に参加させていただきました。早朝から地域の方々が中心となって備蓄倉庫から手際

よく荷物や食料を出されており、万が一の時にはここがライフラインになるのだなと作業をお手伝いしなが

ら実感しました。私は炊き出し班に参加させていただき、その鍋特有の炊き方や、作ってから配布するまで

の手順などを学びました。一人ひとりがその時の状況にあわせて、主体的に動けるようにするためにも、今

回の防災訓練に参加できた事はとてもよい経験でした。現在も熊本は地震が続いています。つねに最悪の状

況を考えて、万が一の場合に迅速に多くの人と協力して動けるよう、知識と心の準備をしておきたいと思い

ます。（３年職員 小野 夏美） 

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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↓中西由夏帆さん    ↓伊原弘華さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢みどりリーダー会議・横浜こども会議 ―８月３０日 森の台小学校にて― 

 ２年８組の宮澤良太さんが代表で参加しました。夢みどりリーダー会議では、“緑や公園が多い住みやす

い緑区”を実現するために、田奈中ブロックで話し合いをしました。今年は、「クリーン、グリーン運動」

を活動テーマに掲げ、公園の花植えや、地域の方と協力して清掃活動に取り組んでいきたいと思います。 

 こども会議では、いじめ撲滅について話し合いをしました。田奈中ブロックでは、「相手の気持ちを考え

る」「人と積極的に関わり人間関係の輪を広げる」「相手に嫌な思いをさせないために、相手のことを知った

り関わりを大切にする」という 3つの意見がでました。 

 

 

 

 

 

－９月１０日（土）本校体育館にて－ 

毎年恒例の長津田地区敬老会が盛大に開催され

ました。長津田自治連合町内会の方々も前日から会

場準備に奔走されていました。当日は、暑いぐらい

の良い天候に恵まれ、会場には氷柱が用意されまし

た。地域の７５歳以上の方々が参列される中、長寿

をお祝いする会が楽しく催されました。 

本校からは、福祉委員の生徒たちが受付の案内や

お茶・団扇を渡すなど、会場に来られたお年寄りの

方々と触れ合うことができました。 

また会では、吹奏楽部の演奏や「みんなで歌お

う！」などのアトラクションがあり、会場を多いに

盛り上げました。楽しいひとときを地域の方々と有

意義な時間を共に過ごすことができました。 

 ♫田奈中学校吹奏楽部演奏♫ 

１．マーチ・スカイブルー・ドリーム 

２．吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」 

３．美空ひばりの思い出 

英語弁論大会 

7月28日横浜市立学校総合文化祭 英語弁論大会

に3年2組の伊原弘華さん、8月2日高円宮杯 全

日本中学校英語弁論大会 横浜ブロック大会に 3

年 2 組の中西由夏帆さんが、それぞれ学校代表と

して出場しました。自分自身の体験をもとに、堂々

としたスピーチをしていました。 

つたのは学園交流会 ―７月２９日― 

 長津田地区センター内の「つたのは学園」にお

いて、交流会がありました。この交流会は福祉委

員会の活動として毎年行っているものです。 

当日は市が尾中福祉委員のみなさんと一緒に昼

食をともにしました。利用者の方とペアでゴルフ

大会をしたり、お楽しみ会では笹笛の演奏を聴い

たりと、楽しいひとときを過ごしました。交流会

は中学生にとって、福祉についての理解を深める

良い機会になります。これからも引き続き実施し

ていきたいと思います。 

田奈中学校参加生徒 

２年 河合優美さん 川口結莉乃さん  

髙橋沙耶さん 

１年 田中秀斗さん 南颯太さん 

 



＊今後のカウンセリングの予定 

・９月３０日(金)  ９時～１７時 

・１０月７日(金)  ９時～１７時 

・  １４日(金)  ９時～１７時 

・  ２１日(金)  ９時～１７時 

各学年課題曲 

＆各クラスの選択曲 

１年 課題曲  マイ・バラード 

１組 怪獣のバラード 

２組 HEIWAの鐘 

３組 語りあおう 

４組 カリブ夢の旅 

５組 笑顔を忘れてしまった君に 

６組 旅立ちの時 ～ Asian Dream Song ～ 

７組 COSMOS 

８組 大切なもの 

９組 新しい世界へ 

2年 課題曲  予感 

１組 君とみた海 

２組 輝くために 

３組 時の旅人     

４組 証 

５組 空駆ける天馬 

６組 あなたへ 

７組 時を越えて 

８組 プレゼント 

９組 友 ～ 旅立ちのとき ～ 

３年 課題曲  信じる 

１組 聞こえる 

２組 虹 

３組 人間 

４組 桜の季節 

５組 二十億光年の孤独 

６組 海の不思議 

７組 手紙 

８組 言葉にすれば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田奈中学校の次世代を担うリーダーを選ぶ選挙

です。９月３０日（金）に全校生徒による投票が

行われます。 

生徒会長  １名（現２年より） 

副会長   ２名（現２年・１年より各１名） 

書記    ２名（現２年・１年より各１名） 

会計    ２名（現２年・１年より各１名） 

立候補者は、学校生活をよりよくしていこうと

推薦母体である学級での承認を得て、立候補して

います。ここから選挙活動も始まりますが、生徒

の皆さんも、立候補者の思いをしっかりと受け止

めてください。保護者の皆様のご理解・応援もよ

ろしくお願いします。

 １０月２７日・２８日 

夏休み前から各クラス準備を始め、すでに各ク

ラスの選択曲も決定しています。期末試験が終わ

るといよいよ本格的な練習のはじまりです。時間

をかけて創りあげる歌声には、毎年心を揺さぶら

れます。学年が上がるにつれ変化する声の質にも

ご注目ください。 

 

文化祭：１０月２７日（木）２８日（金） 

２７日（木）午前 ２年生合唱コンクール 

午後 １年生合唱コンクール 

２８日（金）午前 ３年生合唱コンクール  

スクールカウンセラーによる相談のご案内 

 

☆ご相談は時間をとってお話を伺うために、予約

をお願いしています。 

お申し込みは ①担任の先生などを通して 

       ②直接お電話で 

田奈中学校スクールカウンセラー 中村光子 

カウンセラー専用直通電話 

０４５（９８１）８４６１ 

就学援助について 

引き続き２月まで順次追加受付を行っています。書類をお持ちでない場合は事務室までご連絡ください。 



部活動 夏の大会・９月の戦績  
 

【陸上競技部】   

 ○横浜市総合体育大会予選 緑区大会 ７月２９日（三ツ沢） 

  男子総合優勝・女子総合優勝 ２４年連続男女総合優勝   

 ○第４３回全日本中学校陸上競技選手権大会 

８月２１日～２４日 （長野県松本平） 

黒巣 凌我 ８００ｍ、岡部 彪冴 棒高跳出場 

○第４７回ジュニアオリンピック陸上競技大会 

第１８回神奈川県選手選考会 ８月２７日（三ツ沢） 

大久保 颯純 Ａ砲丸投 １１ｍ０７ 第６位 

大久保 颯純  ＡＢＣ円盤投 ２４ｍ５０ 第５位 

鉢呂 諭司  ＡＢＣ円盤投 ２４ｍ１７ 第７位 

舛永 理紗  Ｂ１００ｍ１３秒０８ 第４位 

○平成２８年度横浜市中学校総合体育大会 

第７０回陸上競技の部 ９月１０・１１日（三ツ沢） 

男子総合７位 女子総合３位 男女総合準優勝  

黒巣 凌我  800ｍ 2 分 03 秒 03 第 2位 県大会出場 

古田島 直希 800ｍ 2分 06秒 70 第 12 位 県大会出場 

荏原 雅貴  走高跳 1ｍ70 第 8 位 県大会出場 

増田 大知  走幅跳 6ｍ25 第 3 位 県大会出場 

岡部 彪冴  棒高跳 3ｍ80 第 6 位 県大会出場 

大久保 颯純 砲丸投 11ｍ33 第 8 位 県大会出場 

鉢呂 諭司 四種競技 2238 点 第 8 位 

舛永 理紗  100ｍ 13秒 02 第 3 位 県大会出場 

福田 朱音  200ｍ 26秒 99 第 5 位 県大会出場 

阿部 葵  走幅跳 5ｍ17  第 3位 県大会出場 

山田 果歩  砲丸投 10ｍ15 第 7 位 県大会出場 

月足 真緒  四種競技 2497 点 第 4 位 県大会出場 

福田・阿部・月足・河原 共通 4×100ｍＲ  

第 2 位 県大会出場 

【サッカー部】 

○緑区２年生大会 7 月 22・23 日、8月 28日 準優勝 

○青葉区２年生大会 7月 30 日、6月 6・7・１３日 優勝  

 

【野球部】       

○緑区夏季野球大会 8月 1・3日（神奈川大学付属中）準優勝 

 

【バドミントン部】   

○全日本ジュニアバドミントン大会 横浜市大会 8月 8 日  

（横須賀市南体育館） 女子シングルス 仲倉 菜な実 第 5位 

 

【将棋部】 

○第 22回神奈川県小中学校将棋大会出場  

8月 3日（横浜市技能文化会館） 

 

 

【剣道部】 

○横浜市中学校剣道大会 7 月 18 日（横浜文化体育館） 

女子団体 9 位 

○神奈川県中学校剣道大会 8月 1 日（海老名総合体育館） 

女子団体 2 回戦進出 

○緑区中学校三年生剣道大会 8 月 6 日（十日市場中） 

男子団体 第 2 位 女子団体 優勝 男子個人  

川村 雄太 第 3 位 

○緑区中学校新人剣道大会 8月 28 日（神奈川大学属中） 

男子団体 第 2 位          

 

【テニス部】    

女子○市総体団体戦 7月 10日（三ツ沢） ベスト 16 

○県総体個人戦出場 7月 28日（厚木南毛利）  

伊藤・若山ペア 

 ○緑区大会団体戦 8月 24日（十日市場中） 優勝 

 ○緑区大会個人戦 9月 4日 （十日市場中） 

伊藤和・大田ペア 優勝  伊藤愛・甲斐ペア 第 5位 

男子○県総体個人戦出場 7 月 29 日（厚木南毛利） 

鈴木・綿貫ペア 阿部・堀江ペア  

○緑区大会団体戦 8月 24 日（十日市場中） 優勝 

○緑区大会個人戦 8月 28 日（鴨居中） 

臼田・仲本ペア 第 3位  高橋・浦野ペア 第 5 位 

 

【バスケットボール部】 

男子 緑区優秀選手 平木 亮次 

女子○緑区夏季三年生大会 8月 1・4 日（中山中） 準優勝 

緑区最優秀選手 折井 冴映果 

緑区最優秀選手 東野 恵利香 

緑区優秀選手  平野 栞 

 

【男子バレーボール部】 

○神奈川県中学校総合体育大会 7 月 29日 

（大和市立光丘中） 2 回戦敗退 

○ＪＯＣジュニアオリンピックカップ  

神奈川県選抜選手 吉野 竜司 

 

【吹奏楽部】 

○横浜吹奏楽コンクール（市大会） 7月 28 日 

（神奈川県民ホール）金賞受賞 横浜市代表  

○神奈川県吹奏楽コンクール（県大会） 8 月 9 日 

(よこすか芸術劇場) 金賞受賞 

全国大会等の出場に際しまして温かいご支援 

をいただき、感謝申し上げます。 

 


