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山茶花を 雀のこぼす 日和かな 

～ 正岡子規 ～ 

 

校長 星野 久美子   

山茶花（サザンカ）は晩秋から初冬にかけて花の少ない時期

に咲きます。花びらや葉が椿によく似ていますが、１枚ずつ

花びらが散るので区別できます。花言葉は、「困難に打ち勝

つひたむきさ」です。晩秋の良く晴れた日。サザンカが咲く

枝にスズメが飛び交い、こぼれ落ちた花びらが日だまりに散

っている、のどかな情景です。 

 

毎年 10 月に入るとノーベル賞が話題に上がりますが、今年も大変うれしいニュースが飛び込んできまし

た。東京工業大学 大隅良典栄誉教授（科学技術創成研究院 特任教授）のノーベル生理学・医学賞の受賞

決定です。実は大隅特任教授の研究室は、東京工業大学 すずかけ台キャンパス（長津田町）にあります。

長津田の町で研究に取り組んでいる科学者が世界的に優れた実績を修め、ノーベル賞受賞の栄誉に輝いたこ

とに興味をもち、東京工業大学のホームページを読み進めることになりました。 

「顔 東工大の研究者たち」という研究ストーリーの中には今回受賞の対象となった 飢餓状態に置かれ

た細胞が飢餓を乗り切るために自らの細胞の一部を分解し、栄養源とする「オートファジー（自食作用）」

機能 についての説明や、大隅特任教授が後進に向けたお話が載っています。その中で、「（前略） 私が皆

さんにお伝えしたいのは、科学の道を志すのであれば、人がまだやっていないこと、そして、自分が心底面

白いと思えることをやって欲しいということです。研究には苦しさが伴います。しかしながら、その研究テ

ーマが自分にとって魅力的で面白いものでさえあれば、たとえ一時期不遇であっても、苦しさは必ず乗り越

えることができます。1 度きりの人生です。傍から見れば、些細なことでも構いません。是非とも、苦しさ

の先に待っている成功の喜びというものを味わって欲しいですね」と大隅特任教授は語られています。 

科学の道を志すだけでなく、自分のキャリアを考えて行く上で、「自分が心底おもしろいと思えること」

という言葉はとても大切なキーワードです。中学生という時期は、１度きりの人生の中で自分をどう実現し

ていくのかを考える端緒でもあります。そのためにも様々なことに興味をもち、アンテナを高く掲げてくだ

さい。１１月には地域や事業所の方々のご協力をいただき、２年生の職場体験を実施します。心を開き、様々

な人との出会いの中で多くのことを吸収してもらいたいと思います。 

～ 斜字体は、東京工業大学 ホームページより引用～ 

 

     

 

 

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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平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日     

横浜市立田奈中学校 
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横浜市個別支援学級 合同体育祭 
  

３年 関 健 

９月３０日に三ツ沢競技場に行き、合同体育祭に参加しました。僕はリレーと持久走に参加しました。本

番前にコースを確認して９月１６日に三ツ沢競技場にいきました。その時にはレストハウスの前で練習しま

した。サブトラックが使えなかったので持久走のみを練習しました。練習時のタイムは４分４０秒台でした。

「このタイムなら賞状をとる事が出来るかな」と思いました。僕は練習から本番までの間、「人に追い付く

ことをイメージしながら走ろう」と思って体力づくりをやっていました。リレーは学校の授業で練習しまし

た。バトンパスの時に大声で合図する事、走りだすタイミングを考えて練習をしました。 

 本番での持久走は８５位になりました。賞状は逃しましたが、個人的には良い走りができたのでうれしか

ったです。リレーは不安がっていた他の３人を勇気づけながら練習をしました。しかし、自分があまりいい

走りが出来ていなかったので「他人の事いえないな」と思いました。リレーも４位になり、入賞できません

でしたが、初めて持久走とリレーの両方に参加できてうれしかったです。他の学校の人とおしゃべりをした

のも楽しかったです。 

この行事を通して思ったことは「周りの人と比べて自分の足が遅い」ということです。僕の合同体育祭は

今年でもう終わりですが、これからももっと体力をつけて高校でのマラソン大会などに活かしていきたいで

す。そして最終的に将来、速く走れるようになりたいです。１・２年生に継いでほしいと思ったことは「大

きな声で返事をすること」「お互いに声を掛け合う

こと」です。なぜかというと、どちらとも将来、

仕事に就いた時にコミュニケーション能力を高め

るために必要なことだと思いますし、話す相手や

聞く相手が「よい気持ちになる」なるからです。

１・２年生はこれをしっかり受け継いで交流会な

どで活かしてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 一年間で最大のイベントである「文化祭」が行われます。田奈中学校の文化祭は、合唱コンクー 

ル（学年別開催）＋全体発表（各学年最優秀クラス発表・吹奏楽部演奏・有志団体発表など） 

＋作品展示発表（教科・部活等）の３部門で構成されています。 

展示発表部門 
１０月１７日～２８日 会議室Ｂ（職員玄関横） 

国語科：書写、読書紹介 

美術科・美術部：平面作品 

家庭科：お弁当レポート、自由作品 

１０組：刺繍、切り絵、絵日記、キーホルダー 

英語部：レポート 

福祉委員会・平和学習：活動報告 

田奈中学校文化祭 

全体発表部門 
１０月２８日 午後１２：２５より 

最優秀クラス（各学年）発表 

横浜国際平和スピーチ 

英語スピーチ 

※原稿は文化祭のしおりに掲載 

部活動・有志団体などの発表 
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日時 ２年 １０月２７日 午前 ９：２０～ 

   １年 １０月２７日 午後１２：３０～ 

３年 １０月２８日 午前 ９：２０～ 

組 曲名 指揮者 伴奏者 曲名 指揮者 伴奏者

7 斉藤　伶実 飯島　すみれ COSMOS 森田　敦哉 小川　真聖

5 金藤　菜月 松澤　実咲 笑顔を忘れてしまった君に 富永　華 若宮　七帆

9 及川　萌々香 池田　楓花 新しい世界へ 武川　美由実 鈴木　伶奈

2 鍵和田　彩海 太田　華朋 HEIWAの鐘 奥田　琉 深田　遥花

6 山﨑　瑠月 荻野　真帆 旅立ちの時～Asian Dream Song～ 髙木　富妃 我妻　日向子

8 東野　理華子 今須　帆乃佳 大切なもの 中野　萌々 石井　若菜

4 大枝　彩希 吉田　愛菜 カリブ夢の旅 鈴木　恵奈 尾島　花音

3 平井　杏樹 荒木　春香 語りあおう 安田　栞 野口　七海

1 佐藤　百花 田中　菜乃葉 怪獣のバラード 岸守　桜子 芝原　穂奏

組 曲名 指揮者 伴奏者 曲名 指揮者 伴奏者

4 浦　桜子 河原　実生 証 小濵　澄佳 相本　菜月

8 石井　愛乃 志々目　貴一 プレゼント 瀧本　彩乃 芳賀　真

2 林　侑里奈 鎌田　華奈江 輝くために 倉原　珠希 鈴木　穂乃

9 谷津 さやか 仲倉　菜な実 友～旅立ちの時～ 沖田　日菜子 斉藤　葵

3 鈴木　真帆 小澤　美希 時の旅人 渡邊　詩乃 倉橋　里奈

7 片岡　凪 山際　菜月 時を越えて 藤井　ことの 韮澤　あかり

5 小島　佑月 村田　滉太朗 空駆ける天馬 奥村　美佑 濱田　実歩

6 神澤　英寿 樋口　真央 あなたへ 杭田　綾奈 中島　亘平

1 生田目　紗希 原見　黎生 君と見た海 若狭　茉紘 田原　一平

組 曲名 指揮者 伴奏者 曲名 指揮者 伴奏者

2 伊原　弘華 百﨑　まゆ 虹 藤森　咲妃

3 藤井　郁帆 伊藤　美侑 人間 久武　美南 池田　美月

8 森　陽和 越智　陽香 言葉にすれば 内藤　凜香 石井　万結

6 松野　哲人 山森　美音 海の不思議 町田　捺貴 川西　麻里

5 笹岡　未咲 松永　恵 二十億光年の孤独 柴村　康太郎 東野　恵利香

4 橋本　紗希 桜の季節 渡邊　美結 湯澤　知里

1 安藤　優希 葛西　向日花 聞こえる 東家　千容 林　利緒奈

7 木場　妃真里 手紙 有野　颯 縄田　葵

合唱コンクール　曲名・指揮者・伴奏者(発表順）

信じる

選択曲

選択曲

マイバラード

三
年

課題曲

選択曲

一
年

予感

二
年

課題曲

課題曲
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＊１１月のカウンセリングの予定 

・１１月 ４日（金） ９時～１７時 

・１１月１１日（金） ９時～１７時 

・１１月１８日（金） ９時～１７時 

・１１月２５日（金） ９時～１７時  

スクールカウンセラーによる 
“心の何でも相談日”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直接のお電話で 

田奈中学校スクールカウンセラー中村光子 

部活動 ９・１０月の活動報告 

【陸上競技部】   

 ○平成２８年度 第５０回 神奈川県中学校総合体育大会           

  第６９回 神奈川県中学校陸上競技大会  

１０月８日 神奈川県 BMW Shonan 平塚スタジアム           

         男女総合８位 女子総合６位   

黒巣  凌我   ８００ｍ  予選 2 分 03 秒 78  

決勝 2 分 13 秒 67 第８位 

岡部  彪冴   棒高跳     ４ｍ１５ 第２位  

舛永  理紗   １００ｍ  予選１２秒９５  

決勝１３秒２５ 第８位 

   阿部  葵   走幅跳    ５ｍ２７     第２位  

  山田  果歩 砲丸投   １１ｍ０８  第５位  

   福田・舛永・遠藤・河原  

共通 4×100ｍＲ  ５０秒７１  第７位  

 

【野球部】       

○緑区秋季野球大会 ９月１９・２５日、１０月１日  

準優勝 

 

【バドミントン部】   

○緑区秋季バドミントン大会 

  ９月２２日 女子団体戦準優勝 ⇒ 市大会出場 

  仲倉 菜な実・清水 結依・松本 雛花・杉﨑 ふたば・深沢 なつみ 

  女子シングルス 小倉 このは  優勝  

  女子ダブルス  小泉 里奈・冨永 晴月  準優勝  

男子シングルス 井上 海人・池田 智哉  第３位 

 

【バスケットボール部】 

○区新人大会 ９月２２日  女子 第４位   

○市新人大会（Ｂブロック） １０月９日・１０日 

  男女２回戦敗退 

 

【吹奏楽部】                         【水泳】 

  ○第２２回日本管楽合奏コンテスト                 ○第２８回 神奈川県中学生水泳競技大会 新人戦  

最優秀賞を受賞し、１０月３０日開催の全国大会に出場。         ９月１８日 横浜国際プール 

岩本 力 １００ｍバタフライ 第７位 

カウンセラー専用直通電話 

０４５（９８１）８４６１ 

◇水泳   〇第５５回全国日本中学校水泳競技大会 

河野龍之介 男子５０㍍自由形 ２５秒４ 

全国標準記録突破 

【剣道部】 

○横浜第四ブロック剣道大会 ９月１９日 田奈中学校 

   男子団体 ４位 

  ○緑区秋季剣道錬成大会 １０月１６日 緑スポーツセンター 

１年男子の部    高山 凌多  優勝  

阿部 遼   準優勝 

副島 康佑  第３位 

１年女子の部    佐々木 涼葉 第３位        

    ２年男子の部      後藤 公輔  優勝 

    ２・３年女子の部 細田 光里  第３位 

          

【卓球部】    

  ○横浜市秋季卓球大会 区大会 １０月２日 霧が丘中学校 

   女子 新人の部 高山 恵  第４位 

           河合 夏美 第１０位 

   女子 団体戦 市本選に出場 

 

【テニス部】 

○神奈川県中学校ソフトテニス選手権大会 横浜ブロック予選 

 １０月１日 清水ヶ丘公園 男子団体戦 ベスト３２ 

１０月２日 三ツ沢公園  女子団体戦 ベスト１６ 

１０月８日・１０日 

男女個人戦 男子１ペア 女子１ペア 出場 

 

【美術部】 

○１０月２７日～２８日 文化祭にて作品展示。 

○１１月５日 ふれあいの集いにて作成したポスターを展示。 
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