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                           校長 佐塚保恵                   

自分にはできないと思う大抵の出来事は 

 できないのではなく、本当はやりたくないだけなのだ 

                ＜バールーフ・デ･スピノザ＞                         

  

７月上旬の九州北部の豪雨災害は、またも自然の脅威を見せつけるも

のでした。昨日までの日常が、あっという間に奪われる怖さは、被害に遭

われた方々にしかわからないものだと思います。せめて、心からのお見舞

いを申し上げるとともに、お役に立てることを考え、実行しようと思います。 

 

 さて、今回は季節の句ではなく、オランダの哲学者スピノザの言葉を巻頭にあげました。いつ聞いたのか忘れて

しまいましたが、 私は心の内を見透かされたようでものすごくドキっとしたのです。学生時代、やりたくない気持ち

を「やったってできない」と、やる前からすり替えてしまった自分が恥ずかしくなり、時間を巻き戻したくなりましたが、

もちろんそれはかないません。皆さんも、４月に進級したときにやろうと思ったことをそのままにしていませんか？

努力すらしないであきらめてはいませんか？中学生にとって、決して暇ではないであろう夏休みですが、それでも

普段よりは時間の工夫ができるはず。一つずつ取り組み始めてみること、続けてみること、何か一つつかめるまで

あきらめないこと、をやってみましょう。 

 また、８月には広島・長崎への原爆投下、終戦の記念日がやってきます。本校は創立７０周年を迎えましたが、

終戦からわずか２年後の開校は、実は並大抵のことではなかったのです（またいずれお話ししますね）。現在の

日本はとりあえず平和な中にいますが、世界中に目を向ければ、その平和を守ることが本当はとても大変なこと

だと気づくはずです。まずは、日本の過去を知る努力をしましょう。日本の犯した過ちも、いかにたくさんの悲劇や

犠牲の上に今の平和が成り立っているのかも、ちゃんと知ることがとても大切なのです。それから、今を知ろうとし

ましょう。考えましょう。なぜなら、これからの世の中を背負っていくのは、皆さんなのですから。 

  

 今朝、出張に行く電車の中でのこと。横浜線はものすごく込んでいました。身動きできず、背中を流れる汗は、

冷房でもなかなかひいてくれません。そんな電車が新横浜駅に近づいたとき、普段のアナウンスの後、車掌さん

の「今日も一日、どうかお気をつけて行ってらっしゃいませ。」の優しい心地よい声。同じような時間帯に電車を利

用することはあるので、ＪＲで決められているアナウンスではないと思われます。本当に癒されました。とげを含ん

だ言葉や声は人を傷つける、反対に思いやりを込めた言葉や声は人を助ける、言霊というものを感じた時間でし

た。そう言えば、と子どもだったとき、夏休み終わりかけのころの電車でやはり車掌さんが「子どもさんたち、宿題は

終わりましたか？早く終わると良いね。がんばってくださいね。」とアナウンスしてくれたのも思い出しました。当時

は何だかおかしくて笑ってしまったのですが、同じ言葉を発するのなら、こうありたい・・ご家族とも友達ともそんな

言葉での会話を心がけてみてください。よい夏休みを！！ 

 

         末尾になりましたが、保護者の皆様、学校へのご理解・ご協力、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

学校閉庁日  

８月８日（火）～15日（火）の期間は昨年と同様に日直を置かず、対外的な業務を行わない学校閉庁

日といたします。この期間中の問い合わせについては、16日以降にご連絡をお願いいたします。 

なお、緊急の場合のみ平日の 8 時 30 分から 17 時 15 分の間に、横浜市教育委員会北部学校教

育事務所 指導主事室 ９４４―５９７８ へおかけください。 
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福祉委員会の活動より ～ いぶき野昼食会の振り返りから ～ 

  私は、「いぶき野昼食会」で二つの大切なことを教わりました。 

  一つ目は「気配り」です。机や椅子を移動させた後や、お皿を使う前など、いろいろな場面でアルコール消毒

をするように言われました。これは、お年寄りの方々が、食中毒を起こさないようにという気配りです。私は、

ただ手伝っているのではいけないということを知りました。小さなことでも、一つ一つのことに気を配ることが、

とても大切だと思いました。 

  二つ目は、「笑顔」です。ハンドベルを演奏していた方に頼まれて、お年寄りの方々にモールで作られたお花を

手渡していきました。お花を手渡すとお年寄りの方々は、笑顔になってお礼を言ってくださいました。私も嬉し

くて笑顔になりました。優しい気持ちは人を笑顔にする力があると改めて感じました。 

  私は、今日の「いぶき野昼食会」で、お年寄りの方々と交流したことによって、思いやりの大切さや、笑顔の

大切さを考えることができたと思います。 

  これからも今回学んだことを大切に福祉の活動に励みたいと思いました。  ３年３組 河合 優美 

 

小中合同授業研究会がおこなわれました ６月３０日（金） 
田奈中ブロック（いぶき野小学校・長津田小学校・長津田第二小学校・田奈中学校） 

  【田奈中ブロックテーマ】 

   小・中９年間を見通した「児童生徒指導」「学習指導」における小中連携・小中一貫教育の推進 

  【小中合同授業研究会のテーマ】 

小中合同研究会を通した授業改善、授業力の向上 

【研究内容】 

①授業実践が、教科の特性をふまえた、「分かる・できる」授業になっていたか。 

   また、子どもたちの「伝え合う」姿は、主体的な学びにつながっていたか。 

②小中の連続性という視点で、学習内容はどのようにつながっているか(指導の系統性)。 

③小中の連続性という視点で、学習の進め方をどう改善していくか。 

昨年度は田奈中学校で実施しましたが、今年度はいぶき野小学校で小中合同授業研修

会を実施しました。 

算数・理科・音楽・英語・特別支援・食育の授業を参観し、その後、７分科会にわかれ研究協議を行いました。授

業の感想や、次年度に向けての課題について話し合いました。小学校・中学校９年間の児童生徒の成長や進度に合

わせて、どのような内容を指導すべきか、どんな内容により組むのが適しているのかを話し合いました。小中の先

生から活発な意見交換が行われ、小中の連携がさらに深まりを感じる有意義な研修となりました。 

お弁当販売業者の変更のお知らせ 

 本校では家庭弁当やハマ弁を補完する形でのお弁当販売業者として(株)山不二に販売をお願いしていましたが、夏

休み明けより長津田味工房に変更いたします。それに伴い、購入方法、お弁当の受け渡し・回収方法等が変更にな

りますので確認をお願いいたします。 

 １ 販売開始日時   8 月 31 日(木)より 

 ２ メニュー   日替わりメニュー中心に 500 円程度のお弁当 

 ３ 購入方法 

① 職員室前にある記入台にあるメニュー表を見ながら専用封筒に必要事項を記入しお金を入れ、ポストに投

函する。(封筒は何度も使用します。お釣りがないように入れてください。) 

② 昼食時、職員室までお弁当を取りに来る。 

③ お昼休み、からになったお弁当箱等を職員室前の専用ボックスに入れる。 

 ご不明な点は副校長三村までお問い合わせください。 



●スクールカウンセラー● 

＊９月のカウンセリングの予定 

・９月 １日(金) ９時～１７時 

・   ８日(金) ９時～１７時 

・  ２２日(金) ９時～１７時 

・  ２９日(金) ９時～１７時 

明日から，いよいよ待ちに待った夏休みです。ご家庭でも，すでにどんな夏休

みにするのか計画を立てておられることと思います。今年の夏休みは３９日間。

子ども達には，自分のやりたいこと，やるべきことをしっかり決めて，計画に

従って規則正しく生活してほしいと思います。また，暑い日が続きます。健康・

安全面にも十分注意して過ごしてほしいと思います。 

 

先日冊子『夏休みのしおり』を配布しました。その中には、夏休みの生活について、

夏休みの課題一覧等が載っています。保護者の皆様もご一読ください。 

夏休みの課題は、必修課題と自由課題に分かれています。夏休み中、必修課題に取

り組むのは当然ですが、普段なかなかできないような自由研究や苦手な課題に取り組むのもいいと思います。

夏休みが明けるとすぐに前期期末テストがあり、その準備も必要です。（９月６日～８日） 

８月２１日（月）・2２日（火）・2３日（水）の３日間、夏期学習相談が実施されます。学習でのつまずき

の克服や一人で解決できない問題や学習の仕上げに、学習相談を利用してほしいと思います。 

 

１ 実施日  8 月 2１日（月）・2２日（火）・2３日（水） 

２ 時 間  １校時  ８：４５～ ９：３５ 

        ２校時  ９：４５～１０：３５ 

        ３校時 １０：４５～１１：３５ 

３ 場所および実施教科  各学年からの「夏期学習相談のお知らせ」をご参照ください。 

４ 持ち物  上履き、筆記用具 

５ 服 装  標準服または体操着・部活動の服装 

 

夏休みは日常の学校生活とは違った生活になります。時間の管理は、常にいわれる

ことですが、あまりルーズにならないように気をつけたいものです。 

 １年生は、中学校生活初めての夏休みを迎え、部活動や学習など、今までとは違う

「夏休み」を迎えます。体力・精神面を大きく伸ばす経験を重ねてほしいと思います。部活動等代替わりの時

期にもなり、２年生が活動の中心となってきます。責任の伴う立場に緊張すると同時に、心身共に大きな成長

を遂げる時期でもあります。個人、チームの向上を目指せる力を養ってほしいと思います。３年生は、部活動

等の活動も一段落する人もおり、自分の進路に向けて真剣に考え、目標に向けて行動していく期間になります。

それぞれ有意義な夏休みになるよう、ご家庭でもご助言をよろしくお願いします。 

 なお、夏休みの生活の詳細については、冊子「夏休みのしおり」および、夏休みの生活に関するプリント 

（面談時に配布）をご一読ください。 

 

夏休み明けは８月２８日（月）から！！  

宿題や上ばきを忘れずに！ 

 2８日からの３日間の午後は、教育相談があります。 

（担任と生徒の２者面談です） 

 

 ＊８月２８日（月） 朝会 学・F2・F３・F４（４５分授業）教育相談① 

 ＊  ２９日（火） E２・E３・E４・E５  （４５分授業）教育相談② 

＊  ３０日（水）Ｃ１・Ｃ２・Ｃ３・防災訓練（４５分授業）教育相談③ 

 

カウンセラー専用直通電話 

電話０４５（９８１）８４６１ 



平成２９年６・７月 部活動 活動報告 

[陸上競技部] 

○第３０回神奈川県選抜陸上競技大会（三ツ沢） 

７月１日(土)・２日(日)   

男子 １年 1500ｍ：山本 翔太 4.31.56 １位  

3000ｍ：和田 悠都 9.14.95 ８位 

走     女子 ２００ｍ：舛永 理紗 25.45 2 位 

標準記録突破 全国大会出場決定！ 

１００ｍ：舛永 理紗 12.54 3 位 

Maru ○第６３回全日中中学校通信陸上競技大会（平塚）  

神奈川県大会 7 月 15 日(土)・17 日(月)  

男子 １年 1500ｍ 山本 翔太 4.30.72 １位  

                     関東大会出場決定！ 

女子 1００ｍ 舛永 理紗 12.44 ３位  

２００ｍ 舛永 理紗 25.64 ３位 

          関東大会・全国大会出場決定！ 

共通４×100ｍ 田橋・野呂・遠藤・舛永 

 49.44 １位 関東大会・全国大会出場決定！ 

[バドミントン部] 

○緑区夏季バドミントン大会 

６月２５日(日) 十日市場中学校 

女子ダブルス 優勝 清水結依・仲倉菜な実ペア 

男子シングルス  3 位 髙橋 涼（市総体出場） 

○横浜市総合体育大会バドミントン競技の部 

 ７月１５日（土） 保土ケ谷スポーツセンター 

女子個人戦ダブルス ５位 

清水結依・仲倉菜な実ペア（県総体出場） 

 [剣道部] 

○横浜市中学校剣道大会・神奈川県中学校選抜剣道大会 

横浜第４ブロック予選会（緑ブロック）  

６月２５日(日) 田奈中学校 

男子団体 優勝（市大会・県選抜出場） 

後藤・蔵光・添野・高山・阿部・板垣・杉本 

男子個人 優勝 後藤 公輔（市大会・県選抜出場） 

      準優勝 蔵光 健太（市大会出場） 

女子団体 3 位（市大会出場） 

細田・渡邊・田代・小川・佐々木・椎野・高橋 

女子個人 準優勝 佐々木 涼葉（市大会出場） 

[卓球部] 

○横浜市立中学校総合体育大会 

６月２４日(土) 横浜市文化体育館 

女子個人 髙山 恵 決勝トーナメント出場 
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部活動これからの予定 

[陸上競技部] 

７月３０日(日)緑区中学陸上競技大会（三ツ沢） 

８月７日(月)・８日(火)関東陸上競技大会（栃木・宇都宮） 

８月１９日(土)～２２日(火) 

全国中学校陸上競技大会（熊本） 

８月２６日(土)ジュニアオリンピック県選考会（三ツ沢） 

[男子バレー部] 

７月２１日(金)市総体１日目（会場：早渕中学校） 

７月２３日(日)市総体２日目（会場：神奈川大学） 

[卓球部] 

８月２１日(月)横浜市カデット夏季卓球大会 

（会場：横浜市文化体育館） 

[バドミントン部] 

市総体 男子個人戦 7 月 21 日（金） 

           （会場：平沼記念体育館） 

県総体 女子個人戦 7 月 28 日（金）～7 月 29 日（土） 

           （会場：横須賀市南体育会館） 

全日本 Jr.バドミントン大会予選[横浜ブロック大会] 

女子：８月 10 日(木) 男子：８月 11 日(金) 

（会場：横須賀市南体育会館） 

[剣道部] 

７月２１日(金) 市総体 男女個人（神奈川県立武道館） 

[吹奏楽部] 

７月２5 日(火) 

横浜吹奏楽コンクール（会場：よこすか芸術劇場） 

８月 7 日（月）または８月８日（火） 

神奈川県吹奏楽コンクール（会場：よこすか芸術劇場） 

８月２６日(土)県マーチング（会場：小田原アリーナ） 

９月３日(日)東関東コンクール 

（会場：よこすか芸術劇場） 

[将棋部] 

７月３０日(日)神奈川県小中学校将棋大会 

（会場：横浜市青少年育成センター） 

   予選突破者は、８月６日(日)横浜市技能文化会館 

[合唱部] 

8 月２日(水)ＮＨＫ学校音楽コンクール 

神奈川県コンクール （会場：県立音楽堂） 

[水泳] 

８月１日(火)・２日(水)市総体（会場：国際プール） 

８月１３日(日)・１４日(月)県総体（会場：国際プール） 

９月１８日(月)県新人戦（会場：国際プール） 

[新体操] 

７月２４日(月)市総体（会場：横浜文化体育館） 

 

 

 

 

田奈中生頑張っています。 

引き続き応援よろしくお願いいたします。 



 


