
  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

雨音の 右手の雲に 夏の月 

～ 長谷川 かな女 ～ 

校長 佐塚 保恵 

 予行練習は雨天延期になったものの、５月３０日当日は

良すぎるくらいの晴天のもと、『７０年間の集大成 歴史に

刻むあつい祭りへ』をスローガンに行われた、創立７０周

年記念体育祭。力強い実行委員長のことばと、さわやか

な選手宣誓。個人種目での一人一人の輝き（一生懸命な姿は、順位にかかわらず人の心を揺さぶります。）、

学年種目での熱戦に感じられる連帯感、応援団のすばらしいパフォーマンスとそれに応える各色のクラスの応

援合戦、本当に見応えがありました。特に３年生男子の組み体操、女子のダンス響では、３年生が目指す「最光

学年」としての確かな一歩が刻まれ、下級生の良き目標になるすばらしい演技が展開されました。黙々と係の仕

事をこなしてくれた生徒の皆さん、炎天下座ることもできない応援席でずっと声援を送り続けてくださったご家族

の皆様、裏方の仕事を担ってくださったＰＴＡ本部並びに各委員会の皆様、本当にありがとうございました。 

 そして、行事が続きます。６月８･９日は前期中間テスト。１年生は初めての、２年生は今年の成績は進路に関

わるぞという思いとまだあまり実感が持てないことのはざまの、３年生はいよいよという思いの２日間。テストだけで

成績が決まるわけではありませんから、テストで今一歩だった観点を、日々の授業や期末テストでどう挽回する

か、自信の持てた観点をさらにどう伸ばすか・・学習面での自分磨きに活かしてほしいと思います。 

 ７日に梅雨入りし天候が心配されましたが、９日はばっちり、７０周年記念の航空写真が撮影できました。あい

にく放送機器の具合があまりよくなく、風にも声が流されて指示が通りにくかったのですが、図案の上に各色のエ

プロンを着けて並んだ生徒･職員の頭上を、青空に光るセスナ機が何回か旋回してパシャリ、パシャリ。学年ごと

の写真も（こちらは屋上からの撮影です。）撮りました。どのように撮れているのかが、楽しみです。 

  ６月１６日～１８日は３年生の京都･奈良への修学旅行。宿は滋賀県大津の琵琶湖畔で、景観が抜群でした。

圧倒的な雰囲気の古都の神社仏閣や、街並み、そこに暮らす人々を含め、文化の違いに触れられたことは、と

ても価値のあることだと思います。週末ということで相当の混雑を覚悟しましたが、思ったよりは・・という感じと、何

より一滴の雨も降らない好天に恵まれたことは、幸せでした。でも、２日目はすべて班別自主行動、準備はがん

ばったものの、知らない街を歩くのですから多少の予定変更はやむを得ず、また、湿気こそ少なかったけれど相

当の暑さで疲労困憊。膳所（ぜぜ）駅からホテルまでの道のりが、やたら遠く感じたのは、私だけではないと思い

ます。就寝も全体的に早かったような・・・。１日目・３日目のクラス別行動、最後の体験学習（作品は、何よりの

形に残る思い出になることと思います！）と、充実の３日間でした。 

 

 さて、そのような中、６月１２日（月）に、「学校懇話会」と「田奈中学区 学校・家庭・地域連携事業実行委員

会総会」（以下、学家地連と省略します）が行われました。 
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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/
http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tan/


学家地連は、「田奈中学校区内の学校、家庭及び地域が連携し、児童・生徒をはじめとする青少年の問題

行動等の防止及び健全育成を図るため、事業を実施」します。学家地連が制定された昭和５８年は、暴力行為

や薬物乱用などの青少年の問題行為が大きな社会問題となっていました。そこで横浜市教育委員会は、学校

と保護者だけでなく地域も共に、青少年の問題行動等の防止と健全育成に取り組む組織「学家地連」を各中学

校区に制定しました。１０月に本校を会場として行われる「ふれあいの集い」は、学家地連事業の中の大きな柱

で、長津田小・長津田第二小・いぶき野小・田奈中４校の学校職員、PTA役員、自治連合会、各自治会、スポ

ーツ推進委員、青少年指導員、民生児童委員、保護司、公的機関など多くの方々にご協力をいただき運営さ

れています。今後も本事業の趣旨をご理解の上、児童・生徒の健全育成にご協力いただけると幸いです。 

 

３学年 修学旅行 ６月１６日～１８日 京都・奈良方面 

 修学旅行実行委員  阿部 剛士さん 

梅雨時期にも関わらず天候に恵まれ、奈良・京都で古都の歴史を感じる修学旅行でした。一日目 

に見た奈良の大仏は、その迫力に圧倒されました。また、奈良公園の鹿に癒やされた人もいれば、 

怖いくらいの食欲に驚いた人も多かったようです。二日目は、班別自主行動。暑い京都を駆け巡り 

ました。事前の綿密な計画に沿って行動し、神社仏閣や京都の街並みに趣を感じ、さらには人の多 

さにビックリしながらも、学びの多い有意義な時間を過ごすことができました。最終日は、クラス 

別の体験学習。京都の自然に親しみ、伝統文化を学びました。また、これで楽しかった修学旅行が 

終わってしまうことに寂しさを覚えた人も多かったと思います。 

三日間どの瞬間も忘れることのできない思い出となりました。「舞～共に学び 友と楽しむ最光学

年～」のスローガン通り、班やクラスの人と楽しむことができ、より一層緑学年としてのつながりが

強くなったと思います。この経験を今後の生活で活かし、一人ひとりが輝ける「最光学年」になれる

よう過ごしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



７０周年体育祭を終えて！体育祭実行委員より  
１年生代表 渡邊 謙斗さん 

 今年は初めての体育祭でしたが、先生や先輩方、そして１年生のみんなが協力してくれたので初め

ての体育祭を成功させることができました。本当にありがとうございます。来年は先輩方から学んだ

ことを活かし、後輩にも伝えていきたいです。 

２年生代表 中村 唯花さん 

今年の体育祭が熱い祭になったのは、当日までの多くの人の準備があったからこそだと思います。

優勝も応援賞も青組だったけど、どの組も全員が全力で応援を行い、一生懸命競技を行った結果楽し

かったと思えるような体育祭になったのだと思います。来年度の体育祭では、迫力のある組体操や響

を披露できるように頑張りたいです。そして、今年よりももっと盛り上がる最高の体育祭にしたいで

す。 

３年生代表 舛永 理紗さん 

 今回の体育祭は、スローガン通りとても熱い体育祭になったと思います。３年生は演技があったの

で尚更、全力で取り組めたという感想が多かったです。委員会でも応援でも、自ら活動した人が多く、

忙しすぎたかもしれませんが、充実していた証拠だと思います。後輩にも引き継いで欲しいです。ま

た、体育祭を通してクラスの絆や団結力が深まったので文化祭へとつなげられると良いと思います。 
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●スクールカウンセラー● 
＊７月のカウンセリングの予定 

・７月 ７日(金)  ９時～１７時 

・  １４日(金)  ９時～１７時 

・  ２１日(金)  ９時～１７時 

高校見学会 
今年もＰＴＡ活動の一環として高校見学

会を実施いたしました。 

６月２１日（水） 

市ケ尾・隼人・神奈川総合 

６月２３日（金） 

霧が丘・桜美林・大和西 

進路の参考になれば幸いです。多数の申し

込みをいただき、ありがとうございまし

た。 

 

平成２9年６月 部活動 活動報告 

[陸上競技部] 

平成２9 年６月 3 日(土)・4 日(日)三ツ沢公園陸上競技場 

第６3 回全日本中学校通信陸上競技大会 神奈川県大会 

第３９回 横浜地区大会 

<男子>  

１年１５００ｍ ４分４１秒８１ １位 山本 翔太 

１５００ｍ ４分１６秒８５ ４位 富田 翔 

１５００ｍ ４分１７秒７７ ７位 和田 悠都 

３０００ｍ ９分０９秒２６ ２位 富田 翔 

３０００ｍ ９分１０秒９２ ７位 和田 悠都  

<女子> 

３年１００ｍ １２秒６５ １位 舛永 理紗 

３年１００ｍ １３秒０２ ６位 田橋 柚希乃 

２００ｍ   ２５秒４３ １位 舛永 理紗 

１００ｍＨ  １５秒２５ ４位 久保田 詩織 

共通 4×100ｍ ４９秒６３ 田橋・久保田・遠藤・舛永    

１年４×100ｍ ５５秒４２ 木村・武井・林・一條 

※上記入賞者の他、県大会出場決定者 

<男子>           <女子> 

４００ｍ ：竹井 航太   1 年１００ｍ：一條 凛奈 

３０００ｍ：中村 一太    2 年１００ｍ：野呂 楓 

棒 高 跳：佐藤  蓮   3 年１００ｍ：久保田 詩織 

走 高 跳：山田 脩人   1５００ｍ ：吉原 芙美奈 

1 年 4×100ｍ        1００ｍＨ ：小林 愛菜 

久保・山際・辻田・山口    

 

[剣道部] 

平成２９年６月４日(日) 神奈川大学附属中学校  

緑区中学校剣道大会 

男子団体 準優勝  

男子個人 準優勝 後藤 公輔 

 

平成２９年６月１１日(日) 緑スポーツセンター 

緑区区民剣道大会 

男子団体 優勝 阿部 遼 ・添野 太壱・杉本 隆明 

     ３位 後藤 公輔・高山 凌多・蔵光 健太 

３年男子の部 優勝 後藤 公輔  ４位 杉本 隆明 

２年男子の部 ４位 蔵光 健太   

１年男子の部 優勝 山口 遙仁 

３年女子の部 優勝 細田 光里 

１年女子の部 ３位 小川 梨乃  ４位 橋本 怜  

 
 

カウンセラー専用直通電話 

電話０４５（９８１）８４６１ 

保護者面談 
７月１１日（火）～１４日（金） 

夏休みを前に保護者面談を行います。 

お子様の学校での様子や学習面・夏休みの

生活等について、短い時間ですがお子様の

成長のために有意義な時間がもてたらと

思います。お忙しいとは存じますが、よろ

しくお願いいたします。 

 面談日時は、クラス担任より後日お知ら

せいたします。 

 

※上履き・ネームカードをご持参くださ

い。また、お車、自転車での来校はご遠慮

ください。 

 
 

 

☆７月のおもな予定☆ 
 ３日（月）専門委員会 

 ５日（水）中央委員会 

７日（金）地区懇談会 

１１日（火）～１４日（金）保護者面談 

１９日（火）大掃除 ３学年懇親会 

２１日（金）夏季休業開始 


