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行く秋に しがみついたり 蔦紅葉 

～ 正岡子規 ～    

 

校長 星野 久美子  

 晩秋、赤い蔦の葉が木の枝や家の塀などにからみつい

ていることがあります。この様子を「行く秋にしがみつ

いている」と正岡子規は表現しました。 

 渡辺崋山の游相日記で長津田は「長蔦」と表され、養

蚕が盛んであったことが記されています。 

蔦（ツタ）は当地と縁が深い植物です。 

 

 １２月４日（日）～１０日（土）は第６８回人権週間です。「みんなで築こう 人権の世紀 ～考えよう

相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～」をスローガンに、人権尊重思想の普及を図るため，

全国各地で講演会や映画会等の開催や，テレビ・ラジオなどマスメディアを利用した啓発活動が行われます。 

 平成２８年度の強調事項は１７ありますが、その中の「高齢者の人権を守ろう」という視点から、田奈中

学校区では、長津田地域ケアプラザやキャラバン・メイトの皆様等のご支援をいただき、各小学校の４年生

と中学校の１年生が認知症サポーター養成講座に参加しています。１１月１９日にみどりアートパークで行

われた認知症講演会では、生徒会役員及びＰＴＡ会長が寸劇に参加し、啓発活動に協力をしました。このよ

うに相手の気持ちを考え、違いを認め合う努力を継続し、誰もが安心・安全な未来につなげたいものです。 

また、１１月は児童虐待防止推進月間です。学校は児童虐待を発見しやすい立場であるとともに、早期発

見及び通告、その後の支援に努めなければなりません。そのため本日は学校だよりとともに、「児童虐待に

関する学校の通告義務についてのご理解、ご協力のお願い」を配布しております。保護者・学校が連携して

子どもの人権を守る体制づくりへのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

＜認知症講演会＞ 

私たち生徒会本部は１１月１９日に行われた認知症講演会の寸劇に参加

しました。社協の方や長津田地域ケアプラザの方と協力し、学校で練習をし

て本番を迎えました。当日のリハーサルでは緊張からか、動きが小さく早口

になってしまいました。しかし地域の方の優しい言葉で気持ちが落ち着き、

本番では最高の寸劇にすることができました。地域の方とこのような場で協力しあうことは初め

てでしたが、良い経験となりました。このつながりを来年度にもつなげていきたいと思います。 

     

 

 

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】  

（４） 学力を身につける生徒を育てま

す。            【知】 

（５） 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】 

（６） 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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街の教育座談会 

１０月２４日、田奈中学校区学校・家庭・地域連携事業「街の教育座談会」が本校で行われました。田奈

中学校及び学区内３小学校の代表児童・生徒から、安心・安全でみんなが住みやすい地域社会を実現するた

めの作文発表があり、小中学校・地域・保護者を交えて意見交換が行われました。どの児童・生徒の発表か 

らも、身近な取組から未来へつなげていこうという意志を強く感じました。 

 

 

 

長津田での福祉活動   ２年 三原 陽希 

僕は今、長津田では福祉についてどんな取り組みをしているのか気になったので調べてみることにしました。

調べてみると、「みどりのわ・ささえ愛プラン」という活動をしていることを知りました。その活動は、誰もが

住み慣れた街で、安心して暮らしていけるよう、日々の暮らしの中で起きている福祉保健などの課題について、

地域の方などが検討して、課題解決に向け地域全体で取り組んでいくための計画だそうです。その計画には四つ

の課題がありました。その中でまず僕が注目したのは「地域のつながり支えあい」です。「おかえりなさい」小

学校の時から家に帰ってくると、近所のおばあちゃんがよく声をかけてくれました。そのおばあちゃんが声をか

けてくれたのがきっかけで、よく話すようになり、お盆の時に迎え火を一緒にしたり、お茶にさそってもらって

家におじゃまさせてもらうこともありました。その後、寒い時期にゴミ捨て場のお手伝いをすることがありまし

た。 

 今年の夏は、老人ホームに行ってボランティアをさせてもらって、高齢者の生活についてたくさんのことを学

びました。実際に経験してみると、意外と自分が自然にやっていることが多かったです。それは、９０才の曾祖

父が近くに住んでいるからだと思います。次に注目したのは、「新たなボランティアの発掘と育成」です。今ボ

ランティアをする人が年々高齢化しているそうです。老人ホームのボランティアで祖母と同じくらいの年齢の方

がボランティアをしていました。母の仕事場には、祖母よりも年上のボランティアの方がいるそうです。僕は、

もっと体力のある学生が積極的にボランティアに参加し、お年寄りとの交流を深めていけたらいいのにと思いま

した。 

この他にも長津田のキャッチフレーズが書いてありました。それは、 

「住みよい街！！長津田」「にっこり笑って声かけよう！ボランティアの町 

長津田」「みんなできづこうホッと！な街」というものでした。これは、長

津田の町をもっとよくしようと思っているたくさんの人が話し合いをして

考えたキャッチフレーズだと思いました。これ以外にも「黄色いハンカチ

運動」というものがありました。これは、黄色いハンカチを困った時に見

せ、それに気づいた周りの人が助けるというものでした。僕の住んでいるマンションでは、これに少し似たこと

をしています。一人暮らしのお年寄りが玄関に旗を出し、朝は、元気だということを近所に伝え、夕方も旗をし

まうと元気だということがわかるというものです。この旗が出ていなかったり、しまわれていないと、近所の人

が声をかけるようにしています。このように、長津田の町ではたくさんの福祉の活動を行っています。だから、

僕にも簡単に出来る声かけなどから積極的に行動していきたいと思います。 

文化祭 

後期最大のイベントである文化祭。今年は１０月２７日(木)・２８日(金)の２日間に渡って行わ 

れました。合唱コンクール、全体発表・展示等、今年も大いに盛り上がりました。 

 合唱コンクールは、９月の期末テスト終了から本格的に練習を始めました。学活や総合、音楽の時間に練

習を重ね、短期間でどのクラスもよりよい合唱を目指して頑張りました。各学年の結果は次の通りです。入

賞したクラスのみなさん、おめでとうございます。 

田奈中学校 優秀作品 

１年:戸口佳南さん、百名樹乃香さん、榎本吉宗さん ２年:小籔志都さん、三原陽希さん ３年:橋本紗希さん 

 

： 



合唱コンクール結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マラソン大会 

 田奈中学校の伝統行事の一つであるマラソン大会が１１月１０日（木）こどもの国を会場に実施されました。

男子５ｋｍ、女子４ｋｍで、アップダウンもあり厳しいコースですが、各自自分のベストタイムを目指して駆け

抜けました。曇り空で、肌寒い天候ではありましたが、最後まで懸命に走りきる姿はとても感動的でした。走り

終わった後の生徒たちの表情は、達成感に満ちていました。 

 

 

 

 

 

 

 

≪生徒会花植え活動≫ 

夢の緑区推進事業として、生徒会本部役員、ボラン

ティア生徒で長津田公園に花を植えました。 

今年は「養生中」の看板も作成しました。 

 

 

 

 

 

 

≪ふれあいの集い≫ 

 １１月５日（土）毎年恒例の「ふれあいの集い」が

田奈中学校を会場に行われました。前日、当日とＰＴ

Ａの方々が手際よく準備してくださったおかげで、盛

況のうちに終えることができました。 

 中学生は、おいしい食べ物をうれしそうにほおばり、

部活動体験では、いずれ入学する小学生を相手に、お

兄さん、お姉さんらしい優しい表情で接する姿が見ら

れました。 

  

 

 

 

 

   

１学年 課題曲「マイ・バラード」 

最優秀賞 5 組 笑顔を忘れて 

しまった君に 

優秀賞  2 組 ＨＥＩＷＡの鐘 

優良賞  7 組 ＣＯＳＭＯＳ 

 

 

 

２学年 課題曲「予感」 

最優秀賞 ９組 友 

～旅立ちの時～ 

優秀賞  ３組 時の旅人 

優良賞  ４組 証 

 

長津田公園愛護会の方々と一緒に、長津田公園

の花植を行いました。土壌作りを生徒会本部が、

花植を生徒会本部と２年生のボランティアで行

いました。今は、パンジーとノースポールが咲い

ています。チューリップの球根が埋まっているの

で、春を楽しみに待っていてください。 

３学年 課題曲「信じる」 

最優秀賞 ２組 虹 

優秀賞  １組 聞こえる 

優良賞  ５組 二十億光年の孤独 

６組 海の不思議 

http://illpop.com/png_flowerhtm/fautumn01_a04.htm
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部活動 10月・11月の活動報告 

【陸上競技部】  

   ○第５３回 横浜市中学校秋季陸上競技大会  

１０月２９日 三ツ沢公園陸上競技場    

             男女総合４位 女子総合２位   

竹井 航太 共通４００ｍ ５５秒４１ 第８位 

            和田 悠都 ２年３０００ｍ ９分２４秒２８ 第６位  

            麻野 大成 １年棒高跳 ２ｍ４０ 第６位 

            杉田 翔  １年砲丸投 ９ｍ６４ 第５位           

舛永 理紗 ２年１００ｍ １２秒９０ 第１位 

            藤原 有紗 １年８００ｍ ２分３０秒６６ 第３位  

            田橋柚希乃 ２年８００ｍ ２分２４秒８３ 第３位  

            吉原芙美奈 共通１５００ｍ ５分０５秒５０ 第８位  

            久保田詩織 ２年１００ｍＨ １５秒８７ 第６位 

            高橋 華帆 １年砲丸投 ８ｍ６８ 第４位 

            遠藤・舛永・小林・久保田 共通 4×100ｍＲ 51秒 14 第 1位 

             ○横浜市中学校駅伝大会１０月２２日 八景島・海の公園 

  男子 第２位 

             1時間 3分 56秒（坂元・古田島・井上・岸本・和田・冨田） 

             女子 第１０位  

45分 42秒（藤原・岩永・越智・渡邊・吉原） 

     ○神奈川県中学校総合体育大会 第 38回男子駅伝競走大会・ 

第 31回女子駅伝競走大会 １１月５日 八景島・海の公園 

             男子 第６位 

              1時間 4分 32秒（黒巣・井上・坂元・冨田・和田・古田島） 

             女子 第１２位  

45分 25秒（吉原・越智・岩永・渡邊・藤原） 

【剣道部】  

○こゆるぎ杯・袖ヶ浦杯争奪全国中学校剣道大会 

    １１月６日 小田原アリーナ 男女団体出場  

○緑区剣道連盟創立５０周年記念剣道大会 

１１月１３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 第３位 

  ２・３年男子の部 後藤 公輔 第３位 

中学女子の部 細田 光里 準優勝 

【卓球部】  

 ○横浜市総合体育大会 11月 12日 横浜文化体育館  

２年 高山 恵 ベスト 32 県中学生卓球大会へ出場 

 

 

 

 

 

 

  【吹奏楽部】 

○第３５回こどもの国吹奏楽コンテスト 

    １０月２３日 こどもの国 皇太子記念館  

「エル・カミーノ・レアル」 金賞受賞 

○日本管楽合奏コンテスト全国大会  

     １０月３０日 文京シビックホール 優秀賞受賞 

       吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」 

IV.陽光 I.衝動 II.情緒 IV.陽光 

 ○第１７回横浜アンサンブルコンテスト 磯子公会堂 

   １１月３日 木管弦楽八重奏 

「パーテル・ノステルⅢ」 金賞受賞・代表    

   １２月１７日におこなわれる神奈川県大会へ出場 

   １１月６日 金管八重奏「テ・デウム」より  

金賞受賞 

  《演奏会の案内》 

 ○１１月２３日 須川展也サクソフォン・リサイタル 

    プレコンサートでは須川展也さんと共に演奏！ 

    プレコンサート みどりアートパーク 14：30～14：45 

○１２月２３日 ジョイント・コンサート  

田奈中学校体育館 １４：００～ 

  【合唱部】 

  ○横浜音楽祭り 2016「中学生 YOKOOTO Chorus Blowin’」 

    １１月２３日 瀬谷公会堂 １３：００～  

【吹奏楽部＆合唱部】 

 ○１２月４日 長津田音楽祭に出演！  

    みどりアートパーク １３：００～ 

【新体操】 

 ○平成２８年度 横浜市中学校新体操秋季大会 

    １０月２２日 港北スポーツセンター           

    大野 あゆみ フープ 第６位 

    池田 颯花  ボール 第６位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「税についての作文」で入賞！ 

本校３年生が、緑税務署主催の「税についての

作文」に応募し、２名の生徒が入賞し、１１月

１４日に表彰されました。 

緑区長賞：越智 陽香さん 

緑優良申告法人会会長賞：吉原 紗英さん ＊１２月のカウンセリングの予定 

・１２月 ９日（金） ９時～１７時 

・１２月１６日（金） ９時～１７時 

カウンセラー専用直通電話 

０４５（９８１）８４６１ 

 

青少年読書感想文全国コンクール 

横浜地区審査で入賞！ 

優秀賞：藤野 帆乃夏さん（３年）「一歩一歩」 

 


