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     冬牡丹 咲きし証しの 紅散らす 

～ 安住 敦 ～  

  

校長 星野 久美子  

 鮮やかな花の姿から美人を形容する言葉に使われる牡丹（ぼたん）は春に

咲きますが、今では品種改良を重ね冬でもその姿を見ることができます。 

鎌倉鶴岡八幡宮の神苑ぼたん庭園では、寒さよけをかぶり寒さに耐えて 

咲く正月ぼたんを見ることができます。今年の冬休みは例年に比べ長めです。 

少し遠出をして美しい牡丹に会いに行くのも良いですね。 

 

 12 月 15 日４校時 総合的な学習の時間で、２学年は職場体験の報告会を行いました。５～６人程度の

グループで自分の体験や感想を話し合うクラスや、ブースを教室内に設置し、Ａ３のプリントを使って少人

数にプレゼンテーションを行うクラス、２人でペアになって発表者と質問者になるクラスなど、学級の状況

に応じた担任の様々な工夫が報告会の方法に見られました。 

 その後の職員研修会では、まず講演で「これからの横浜のキャリア教育」について学びました。 

「今後 10～20年程度で、アメリカの総雇用者の約 47％の仕事が自動化されるリスクが高い」「20 年後、

あなたが望もうが、望むまいが現在の仕事のほとんどが機械によって代行される」という言葉が引用され、

急速に変化している社会において、職業講話や職場体験で「今ある」職業が今後存在している保証はないの

で、狭い視野で将来を決定するのではなく、様々な体験で「視野を広げる」「観る目を養う」ということや

「自分が自分として生きる」ためには、どんな小さなことであっても自分の役割をしっかり果たし、そのこ

とを他から認められる体験が大切であるというお話が印象的でした。 

「キャリア教育」では自分が自分として生きるために，「学び続けたい」「働き続けたい」と強く願い、そ

れを実現させていく子どもを目指しています。後半はグループに分かれ、田奈中の教育活動全般でそのよう

な子どもを育成するためには何をすべきかを話し合いました。１時間３０分ほどの研修会でしたが、講演で

知見を広めるとともに、学年所属や教科を離れチーム田奈としてキャリア教育について話し合う機会は、実

りあるものでした。最後に、生徒の事後レポートが紹介され、生き生きとした体験が生徒にもたらす変容を

実感しました。研修会での職員間の共通理解を、次は共通行動に深めていきたいと思います。 

＜職場体験学習 事後レポートより＞ 

 教師という仕事には、児童ひとりひとりに寄り添うための広い考えを持つことが大事だと感じました。 

 仕事をするということは、それを利用する人の人生の一部を負い、支えていくことだと、この職場体験

を通して感じることが出来ました。（２年９組 岩崎真奈 事業所名 いぶき野小学校）                  

     

 

 

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】  

（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】  

 
 

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tan/ 

 

    

 

 

 

 

 

 

１２月号 
平成２８年１２月２２日     

横浜市立田奈中学校 

 

 

 

 

 

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tana/
http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tan/


書き初め展 
 

 冬休みの宿題として、「書き初め」を行い

ます。１月１０日（火）に提出してください。

その後１週間ほど教室内に展示します。校内

での選考を経て、金・銀・銅の賞が選ばれま

す。 

 また金賞作品の中から、緑区中学校書き初

め展に出品をします。 

 

１年課題「新たな決意」「清新の気」 

    「日進月歩」「天地清新」 

    「希望の春」の中から選択 

     楷書または行書 

２年課題「夢を信じる」行書 

３年  文字・書体とも自由 

 

 

 

書き初めとは…。新年に初めて毛筆を用い

て字を書くことを言います。一般には１月２

日に行われ、めでたい文字を書いて神棚など

におさめ、書道の上達を願うものです。元旦

に井戸から汲んだ「若水」で墨をすり、新し

い紙に文字を書くのが習わしでしたが、江戸

時代に寺子屋の普及とともに広まったそう

です。（参考文献：ポプラディア） 

 井戸から水を汲むことも、墨をすって文字

を書くことも、今ではほとんどなくなってし

まいましたが、新年のひととき、心を落ち着

けて、じっくりと取り組んでみてください。

普段使い慣れた、シャープペンシルなどの筆

記具は、多少持ち方が違っても、角度が違っ

ても同じように書けるのが良いところです

が、筆は角度、筆の運び方、紙と筆との距離

によって、線が変わります。その楽しさに気

づいてもらえると、さらに上達します。 

 

今年も百人一首大会が 

                  開催されます。 

第２学年 １月２０日（金） 

第１学年 １月２６日（木） 

第３学年 ３月（予定） 

個人戦  ３月（予定） 

 「百人一首大会」の季節が近づいてきました。

国語の授業の中で、五色百人一首を用いた練習

をしている学年もあります。小学校の時に配ら

れたプリントを、今も大切に持ち、覚えている

人、中学校に入ってから初めて体験した人、覚

えた札の数は様々ではありますが、どの子も楽

しそうに取り組んでいるのは同じです。「うかり

～はげ」は、みんなが飛びつく札。「あらし～た

つた」は嵐好きの子は外せない札。「ちはやふる

～からくれない」は映画でも漫画でも有名にな

りましたね。国語科では、楽しみながら歴史的

仮名遣いに慣れ、和歌に興味を持ってくれるこ

とを期待しています。 

 授業で毎年百人一首に取り組んでいますが、

普段比較的おとなしい生徒の、闘争心が見える

とき、思わずニヤリとしてしまします。誰もが

どこかで「負けたくない」そんな思いを持って

います。その思いは自分を向上させる思いです。

大切にしていってほしいものです。 

 さて、個人の頑張りが発揮される百人一首大

会ですが、学年の行事として行われるので、も

ちろん個人だけのものではありません。田奈中

学校では、どの学年もクラスごとに３～４人の

チームを組み、戦います。勝ったチームの数で、

クラスの賞が決定します。ひとりだけ、１チー

ムが強いだけではクラスの賞は手に入りませ

ん。どのようにチームを組むのか、一人ひとり

の力を高めていくには、どうすれば良いのか、

他の行事同様に、みんなで相談し、協力し、さ

らにクラスの絆を強いものにしていってくださ

い。   

 

 

来ぬ人を 

まつほの浦の 

夕なぎに  

焼くや藻塩の 

身もこがれつつ 

藤原 定家 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年度 体育活動優秀生徒 
３年６組  凌我さん  阿部 葵さん 
３年間にわたり、体育の授業や部活動などの体育活動全般において、 

全国大会レベルの顕著な実績やリーダーとして活躍した生徒に対して、 

横浜市中学校体育連盟から体育活動優秀生徒として表彰されます。毎年３年生の中から男女別に１名ず 

つ選考され、今年度は  凌我さんと阿部 葵さんがそれぞれ選ばれました。おめでとうございます。 

なお、受賞者２名は１１月９日（水）に行われた横浜市立中学校総合体育大会閉会式において表彰さ

れ、全校朝会で紹介されました。 

今後の主な予定 

１月２０日（金）１年職業講話 

１月２７日（金）合同学芸会（個別支援級） 

３年学年末テスト 

２月１０日（金）新入生保護者説明会 

  １５日（水）～１７日（金） 

        １・２年学年末テスト 

  ２３日（木）・２４日（金） 

    １・２年横浜市学力学習状況調査 

３月１０日（金）卒業証書授与式 

  ２４日（金）修了式 

職場体験学習 

キャリア教育の一環として実施される２年生の

職業体験。今年度は１１月２５日（金）に実施さ

れました。幼稚園、小学校、警察署、消防署、郵

便局、病院、銀行などの公共施設。スーパーやコ

ンビニ、酒屋、写真店、美容院、書店、クリーニ

ング店、洋菓子店などの小売業、ケアプラザなど

の福祉施設まで。８３の事業所にお世話になりま

した。実際の体験を通してさまざまなことを学び、

目には見えない事業所の方の仕事への思いや仕事

の大変さ身近に感じ、仕事について考えるきっか

けになったのではないかと思います。ご多用の中、

ご協力いただいた事業所の皆様には、この場を借

りて御礼申し上げます。大変にありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 体験終了後、学んだことをレポートにまとめ、 

各クラスで報告会を行いました。自分が体験した

仕事以外のクラスの仲間が体験してきた内容を聞

き、仕事に対する考え方がさらに広がったように

思います。また、自分が感じたことを相手に伝え

る難しさも学ぶ場となりました。 

 

 

夕方、暗くなるのが早い時期です。皆さんの

安全と街の安全を目的に PTA 校外委員さんと

教職員で１１月２５日より学区内の防犯パトロ

ールを行っています。 

生徒の皆さんは、以前プリントでも配布しま

したが、登下校時や普段の交通マナーを守り、

事故に遭わないよう十分気をつけて過ごしまし

ょう。特に、 

・歩道と車道の区別のない道での歩き方 

・道を横断する時の歩き方 

・横断歩道や歩道橋の利用の仕方 

・狭い道で自動車が近づいてきた時の 

対応の仕方 

・複数の人数で歩く時に注意すること 

・駐車場やマンション等、他人の敷地内を 

通らないこと 等々・・・ 

交通安全に対する意識を高めていきましょう。 

安心安全の田奈中学区を目指して 

『地域での田奈中生への見守りをお願いし

ます』 

http://illpop.com/png_sportshtm/track_a18.htm
http://illpop.com/png_sportshtm/track_a05.htm
http://chocoe.com/image_20120421AC.html
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=488331&sw=%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%AE%89%E5%85%A8


部活動 1１月・1２月の活動報告

【陸上競技部】 

○横浜市中学校総合体育大会 第６３回ロードレース 

１１月１９日 海の公園コース  

１年男子 学校対抗の部 

(井上詠祐大・赤平翔・鈴木大也) 第１位 

２年男子 学校対抗の部 

（和田悠都・冨田翔・中村一太） 第１位 

個人の部 和田 悠都 ４０００ｍ １２分３７秒 第４位 

冨田 翔  ４０００ｍ １２分４０秒 第５位                                                                                                                         

１年女子 学校対抗の部 

（岩永渚沙・吉原芙美奈・渡邊紗楓） 第１位  

総合２位        個人の部 岩永 渚沙  ２４００ｍ ９分０１秒 第２位 

総合２位                   吉原 芙美奈 ２４００ｍ ９分０６秒 第４位  

      渡邊 紗楓  ２４００ｍ ９分０９秒 第６位                                                         

 【剣道部】  

○第２４回下野杯争奪中学校剣道大会 

    １１月２６・２７日 栃木県立南体育館 男子団体出場予定 

    【野球部】 

○秋季強化リーグ ５勝１敗 

【サッカー部】 

○横浜ブロック予選会 ベスト８ 

【バドミントン部】 

○緑区冬季バドミントン大会 １１月２７日 十日市場中 

女子シングル 仲倉 菜な実 第２位(市大会出場)  

男子シングル 高田 大地 第３位 

    女子ダブルス 清水 結依・松本 雛花 第５位(市大会出場) 

杉崎ふたば・野呂 弘美 第５位 

【合唱部】 

○１１月２３日 

横浜音楽祭り２０１６「中学生 YOKOOTO Chorus 

Blowin’」に参加(瀬谷公会堂) 

【吹奏楽部＆合唱部】 

○１２月４日 長津田音楽祭に参加（みどりアートパーク）  

＜長津田音祭り＞ 

「音楽好き みんな長津田に集まろう！」をキャッチコピー

に、１２月４日、第一回長津田音祭りが開催されました。第二

部では本校の吹奏楽部と合唱部が出演し、音楽で長津田の街を

盛り上げました！ 

 

 

 

 

 

【吹奏楽部】 

吹奏楽部 木管弦楽八重奏東関東大会出場！ 

１２月１７日（土）に茅ヶ崎市民文化会館でおこなわれた神奈

川県アンサンブルコンテストでは、木管弦楽八重奏が金賞を受

賞し、１月２９日（日）茨城県の結城市民文化センターでおこ

なわれる東関東アンサンブルコンテストに出場することとな

りました。審査員の先生方から「各楽器美しい音色で表情豊か

な演奏でした。」と講評をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョイントコンサート 

１２月２３日(金)、田奈中学校体育館にてジョイントコンサートが行わ

れます。第１部はＯＢＯＧ吹奏楽団の演奏。第２部の田奈中学校吹奏

楽部の演奏では、お世話になっている皆様への感謝をこめて合奏しま

す。そして、東関東アンサンブルコンテストに出場することとなった

木管弦楽アンサンブルと金管アンサンブル２チームの演奏。第３部の

ＯＢＯＧ吹奏楽団・田奈中吹奏楽部の合同演奏では、田奈中の卒業生

や社会人の方たちとの交流も含め、楽しく演奏します。生徒の皆さん

も、保護者・地域の皆さまも、是非ご来場ください。入場無料です！ 

  日 時：平成２８年１２月２３日（金）  

  午後１時１５分開場  午後１時４５分開演 

  会 場：田奈中学校体育館 

  演 目：『アフリカンシンフォニー』、『ディスコ・キッド』、「コパカバーナ」、 

『サマータイム』、『エル・カミーノ・レアル』、「ディープ・パープル・メドレー」等 

【音楽科】 

♪作曲コンクール♪ 

「想い出」優秀賞受賞！ 「悲しみの夜」優良賞受賞！ 

 平成２８年度横浜市立学校総合文化祭の中学校作曲コンクー

ル部門「自由創作の部」で３年１組の葛西向日花さんが作曲し

たピアノ独奏「想い出」が優秀賞を受賞しました。いろいろな

想い出を表現したこの曲は、１２月１７日(土)西公会堂でおこ

なわれた横浜市立学校総合文化祭において披露演奏をしまし

た。また、リコーダー曲の部では３年２組の百﨑まゆさん

の作曲した「悲しみの夜」が優良賞を受賞しました。 

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 

☆日時 ：１月１３日（金）、２０日（金）、２７日（金）＊相談時間は通常、９時～１７時です。 

☆場所 ：田奈中学校 保健室並びのカウンセリングルーム 

☆連絡先：カウンセラー専用直通電話 ０４５（９８１）８４６１ 

木管弦楽八重奏 

Ｆｌ   中島 亘平 

Ｃｌ １ 小林 昇正 

Ｃｌ ２ 森永 明日香 

Ｂ.Ｃｌ 上田 莉子 

Ａ.Ｓax. 京野 晴 

Ｔ.Ｓax. 植木 里花 

Ｂ.Ｓax. 福田 美咲 

St..Ｂ． 鈴木 穂乃 


