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万緑の 中や吾子の歯 生え初むる 

～中村 草田男～ 

 

 木々のエネルギーがあふれ出ているような一面の緑の中で、 

ふと見ると、幼い我が子の口の中にはけがれなく白い歯が生え

始めている ・・・緑と白、圧倒的な数の木々の存在感と小さな一つの命、その二つの対比がすて

きな句です。 

まさにその万緑の中、どの学年も校外学習の取組に忙しくなりました。 

先頭を切って５月１８日から２０日にかけて 2 年生の白樺湖自然教室が行われました。3 日間と

もに天気に恵まれ、様々な体験学習に取り組むことができました。友達との人間関係を深めるとと

もに農村体験での農家の方、ボランティアや宿の方たちなど多くの人たちと関わることで、見聞を

広められたことと思います。帰途、９組のバスが車両故障を起こし、幸いにもパーキングエリアに

近かったのでそこで下車し、新しく配車されたバスに乗り換えるというアクシデントに見舞われ、

他クラスから約５０分遅れての帰着となりましたが、慌てず騒がずの生徒たちはとても立派でした。 

1 年生は、中学校初めての学年行事である冒険体験学習を足柄運動公園で１９日に行いました。

生徒たちがとても生き生きと活動し、自分や仲間を見直すきっかけを持てたり、チームとしての活

動の醍醐味を実感したりしている様子が、教員の目にも頼もしく映ったそうです。 

３年生は 6 月１６日より関西修学旅行に出発します。実行委員会を中心に、今も最後の準備に余

念がありません。ご報告は来月号で。乞うご期待です。 

現在は全校を挙げて、７０周年記念という冠のつく最初の行事、体育祭の準備に燃えています。

3 年生の演技である組体操と響については、体育祭委員会及び職員会議で慎重に検討いたしました。

十分に安全に配慮し、最高学年のプライドを持って練習に取り組む３年生を支えるべく、生徒の体

力や集中力に応じた指導を計画的に行っています。お忙しいとは存じますし、グランドが狭いため

立ち見でのご観覧をお願いすることになりますが、それぞれの種目で子どもたちの頑張っている姿

をぜひ応援していただけますよう、お願い申し上げます。              

  

 
 

 
 

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

 

    

 

 

 

 

 

 

５月号 
平 成 ２ ９ 年 ５ 月 ２ ６ 日     

横浜市立田奈中学校 

 

 

 

 

 

     

 

読売中高生新聞を授業で活用しました！ 

読売センター長津田所長の吉江様のご厚意で読売中高生新聞を

全校生徒分提供していただきました。1 学年では社会の時間で活

用し、書かれている記事について調べ、考えを話すことを通じて

社会に目が向くきっかけになりました。感謝申し上げます。 

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】  

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tana/
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２学年 自然教室～長野県白樺湖周辺～ 
自然教室実行委員長 伊藤 麻帆 

 「友元自光～Let’s enjoy our trip!! 」これは私たち赤学年の自然教室のスローガンです。友

は「友情」を、元は「元気→安全・健康」を、自は「自然の大切さ」を、光は「個性を光らせる→

自分を伸ばす」ということを表しています。そして、「有言実行」と読み方が同じなので、「スロー

ガンを掲げ、実行する」という意味も込められています。スローガンは皆の意見を取り入れるため、

何度も学級に意見をおろし、最終的には学年投票で決まりました。 

 １年の後期から自然教室の準備をしてきました。事前学習等を行ったことで、ぐっと自然教室が

現実的なものになりました。しかし、これはまだ、スタート地点の前。いわば準備体操なのです。

やっとスタート地点に立てたのは５月 18 日。自然教室１日目です。 

１日目はハイキング。始まる前は「あんな高いところまで登るの!?」「つらいー」等マイナスな

言葉ばかりでしたが、登っていくうちに「あともう少しだよ。」「のぼりきるぞ！」等、励まし合う

プラスの言葉へと変わっていきました。頂上からの景色は美しく、皆、達成感に満ちあふれていま

した。あいにく曇っていましたが、なぜか私たちのいる場所だけ太陽が顔をのぞかせていました。

空気が澄んでいて、とても気持ちが良かったです。 

２日目は農村体験とキャンプファイヤー。農村体験では、受け入れ先の農家で、様々な体験、貴

重な経験をすることができました。また、夜のキャンプファイヤーは最高潮に盛り上がりました。

見上げた長野の星空はとても綺麗で、流れ星も見ることができました。先生たちからのサプライズ

の花火では、涙を流す人も…。 

 いよいよラストとなった３日目は、牧場でトラクター体験や乳搾り等、４つの体験をし、命をい

ただくことへの感謝や命の尊さを、改めて感じました。２泊３日のとても短い時間で、赤学年の団

結力は、よりいっそう高まり、より成長することができたと思います。今回の経験を経験だけにせ

ず、これからの学校生活や人生の糧として活かしていけたら良いなと思います。自然教室は最高の、

一生の思い出として、皆の心に残ってほしいです。 

    

 

１学年 校外学習～ＰＡＡ２１・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・足柄・ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ～ 
1 年学級委員長 1 年 5 組 石田 稜 

今回、僕たち 1 年生は、足柄でＰＡＡ（プロジェクト・アシガラ・アドベンチャー）を行いま

した。実際に体験したみなさんは、どんなことを感じましたか？『楽しかった』『面白かった』『悔

しかった』など、人それぞれだと思います。 

僕は今まで「協力」という言葉を聞くと、どうしてもそこには『縛りがある』というイメージで

した。しかし、今回、楽しみながら学ぶことで、「協力」に対するイメージを、プラスのものに変

えることができました。 

 そして、これからの僕たちの課題も見つけました。それは、失敗した人を責めすぎないというこ

とです。人は失敗することもあるので、仕方がありません。もちろん、責めたくなる気持ちもわか

ります。しかし、今回、責めずに上手にのせていくことができた人もたくさんいました。僕は、自

分自身の反省も生かし、そういうやり方を取り入れていきたいと思います。もう少しお互いに、気

を遣い合えば、もっといろんな大きなことができていくと思います。 

 まずは、田奈中で初めての体育祭。そこを、仲間との「協力」を発揮する場にしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１学年主任 鈴木 裕幸 

５月１９日（金）晴れ渡った青空の下、１学年の校外学習が行われました。行き先は、南足柄運動

公園。まばゆい緑に囲まれた中で行われた「プロジェクト・アシガラ・アドベンチャー２１」。それ

は、冒険をテーマにした体験学習システムです。各クラスを二つのグループに分け、それぞれに「フ

ァシリテーター」と呼ばれるプログラムの「進行役」がつきました。その「ファシリテーター」から

出される様々な難題に、みんなで知恵を出し、考え、励まし合い、支え合い、力を合わせ、立ち向か

っていきました。失敗の悔しさと、成功の感動を、全身で味わったことでしょう。その健気で、前向

きな、美しい姿を見て、我々教員は、熱い感動の涙を流し、同時にこれから先の責任を痛感しました。 

「ここで学んだこと」を生かし、誰も経験したことのない「最高の学年集団」に育っていくことを

望みます。それが可能な人たちだということを、このＰＡＡで、はっきりと、感じとりました。 

           

今年の意気込み～各部活動 部長の皆さんからコメントをいただきました～ 

陸上競技部：一つ一つの大会で自分の力を出し切り悔いの残らないようにする。 
また、日々の練習を大切にし、全ての大会において優勝にこだわ 
り、一人でも多く全国大会へ出場する。 
   男子部長 竹井 航太  女子部長 久保田 詩織 

サッカー部：これまでの大会はなかなか自分たちの実力を発揮できず、悔し 
  い思いをしてきたので、市総体では自分たちが満足のいく結果を残し 

たい。                    部長 坂崎 肇 
野球部：三年間、一緒に練習して来た仲間達と、力を出し惜しみすることな 

く出し切って一戦一戦、戦います。 優勝狙って頑張ります。                           
部長 阿部 剛士 

男子ソフトテニス部：個人・団体と県大会出場を目指して頑張ります。悔いのないよう日々の練習から一生懸命、 
取り組みます。                          部長 掛上 凌           

女子ソフトテニス部：個人戦・団体戦の一人一人の目標に向かって部員みんなで高め合っていきたいです。そして 
公式戦では練習の成果を出せるよう声を出して精一杯戦いたいと思います。 部長 羽田 早希 

男子バスケットボール部：僕たち男子バスケットボール部は、今まで練習し、努力してきたことを出せるように全
力でプレーし、悔いのない結果を残したいです。         部長 北村 蒼天 

女子バスケットボール部：悔いの残らないよう、学年関係なく、女子バスケットボール部全員で取り組んで行きた
いと思います。最後の 1秒までボールを追いかけて頑張ります。  部長 岩崎 真奈 

男子バレーボール部：今年の男子バレー部の目標は県大会で賞をとることです。そのために、男子バレー部全員で 
練習頑張っています。                       部長 生井 悠斗 

女子バレーボール部：練習でも試合でも１秒１秒を部員のみんなと全力で楽しんでいきます。そして、最後の最後
まで、田奈中の女バレらしさを貫きたいです。            部長 明戸 梨花 

バドミントン部 男子：最後の夏の大会でいままで練習して来たことを全ていかせるように大会までの練習を 1日
1日全力で取り組み、最高のバドミントン部にしたいです。     部長 井上 海人 

 女子：残り少ない部活を大切にし、最後の試合には勝てるようにがんばっていきます。  部長 仲倉 菜な実 
卓球部：大会や練習などで得た経験や技術を生かし最後の大会を後悔のないように全力で挑みたいと思います。                           

部長 平田 直哉 
剣道部：上級生が少なく、厳しい状態でしたが、たくさん練習をして、ここまで来ました。普段と違う緊張感を持 

ち、気合いを入れて勝利をつかみ取ります。             部長 後藤 公輔・細田 光里 
美術部：夏には地区センター、秋には文化祭の展示があるので１人１人一生懸命製作しています。また、他学年と

協力し製作する活動も取り組む予定です。                    部長 若挟 茉紘 
合唱部：私たち合唱部は、人数が多く、まとまらない事も多いですが、日々１人１人が向上心を持ち協力し合える

ように、サポートし努力しています。応援よろしくお願いします。         部長 鈴木 真帆 
科学部：貴重な部活の時間に全力で取り組み、もっと実験を楽しめるように活動していきます。                   

部長 城塚 優哉 
将棋部：こんにちは！将棋部です。今年は１年生がいっぱい入りました。夏の大会に向けて様々な戦法を使い、大

会に生かしたいです。                             部長 三宅 帝雅 
英語部：英語部の部員が、英語に親しみをもち、楽しく活動するという目標に向かい、一回一回の活動を充実した

部活動にできるようにがんばっていきたいです。                 部長 相本 菜月 
吹奏楽部：常に明るく楽しく、1人 1人の個性を大事にする部活にしたいと思います。部員全員で協力して頑張っ

ていきます。                               部長 鈴木 杏莉 



●スクールカウンセラー● 

＊６月のカウンセリングの予定 

・６月 ９日(金)  ９時～１７時 

・  １６日(金)  ９時～１７時 

・  ２３日(金)  ９時～１７時 

・  ３０日(金)  ９時～１７時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カウンセラー専用直通電話 

電話０４５（９８１）８４６１ 

前期中間試験 

―６月８日・９日― 

 体育祭が終わると、中間試験がありま

す。各学年で配布される試験範囲表を確認

し、計画的に準備して臨みましょう。 

 なお、６月６日に試験を行う全教科で、

学習相談日が設けられます。初めて試験を

受ける１年生の皆さんや、試験勉強のやり

方などに質問がある生徒さんは是非利用

してください。 

 ご家庭でもお子様にお声かけをお願い

します。 

８日（木） 

国語・理科・数学（昼食なし） 

９日（金） 

1.2 年 英語・社会・美術・学活・学活 

3 年 社会・英語・美術・学活・学活 

            （昼食あり） 

平成２９年４月・５月 部活動 活動報告 

[陸上競技部] 

第５２回 神奈川県中学校陸上競技選手権大会 

４月２９日・30 日 三ツ沢公園陸上競技場 

男子 1500ｍ 第５位：富田 翔  4 分 16 秒 01 

3000ｍ 第７位：富田 翔  9 分 07 秒 95  

女子 100ｍ 第２位：舛永 理沙 12 秒 49      

100ｍ 第７位：田橋柚希乃 13 秒０５ 

200ｍ 第２位：舛永 理沙  25 秒 62 

4×100ｍ 第１位 49 秒 39  

（田橋柚希乃・野呂楓・遠藤あみ・舛永理沙） 

 

[男子テニス部] 

神奈川県中学校総合体育大会ソフトテニス競技の部 

緑区予選会 4 月３0 日 中山中学校  

 第３位：高橋 拓海・浦野 雄馬 ペア 

 第３位：村田滉太朗・村井 郁哉 ペア 

 

[女子テニス部] 

神奈川県中学校総合体育大会ソフトテニス競技の部 

緑区予選会 4 月３0 日 十日市場中学校 

 第２位：伊藤 和歌・太田 千尋 ペア 

第３位：山際 菜月・鴛海 百花 ペア 

第５位：伊藤 愛華・羽田 早希 ペア 

 

[剣道部] 

神奈川県剣道昇段審査 

４月 29 日 神奈川県立武道館 

初段昇段：板垣 空 ・副島 康佑・松田 和大 

     鈴木 敦介・蔵光 健太・畠山 航 

阿部 遼 ・高山 凌多・山口 拓志 

弐段昇段：杉本 隆明 

 

[バドミントン部] 

緑区春季バドミントン大会   

５月２０日 十日市場中学校 

女子ダブルス  準優勝：清水 結依・仲倉 菜な実 

男子シングルス 第３位：髙橋 涼 

男子ダブルス  第３位：井上 海人・髙田 大地 

       

    

☆６月のおもな予定☆ 
１日（木）専門委員会 

2 日（金）開港記念日 

６日（火）学習相談 

８日（木）・９日（金）前期中間テスト 

１２日（月）学家地連総会（道場） 

１３日（火）中央委員会 

１６日（金）～１８日（日）3 年修学旅行 

１９日（月）・２０日（火）３年修学旅行

代休 

  


