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   くろがねの 秋の風鈴 鳴りにけり ～ 飯田蛇笏 ～ 

校長 佐塚 保恵 
『夏の間は、涼やかな音で暑さを一時でも和らげてくれていた風鈴の音。うっかりしまい忘れた今、その音は澄み渡り、夏

とは違う風情を感じさせる・・ああ、秋なのだなぁ。』 そうだなとうなずきたくなる俳句です。時にまぶしい太陽とじりじりとした

暑さが戻っては来ても、落葉や、栗やドングリの実が確かな秋の訪れを教えてくれています。 

 夏休み、ご家庭での生徒たちはどんなだったでしょうか。８月２８日の学校朝会で久々に勢揃いした姿は、その学年なりの

様々な体験を経て、ほんの少し大人びていたように感じました。８月は天候不順も際だった日々でした（特に１９日の雷雨

は、あまりにすごくて怖いし、傘があってもびしょびしょになるし、一生忘れないであろう光景でした）が、夏休み期間から９月

にかけては、普段とは違う生徒たちの活躍の場がありました。まずは、７月２２日の杉山原公園の夏祭りでは、吹奏楽部が

演奏を披露。小さな子どもたちはあこがれの目で見つめ、大人は聞き惚れて・・すてきな時間となりました。８月３０日には

『夢みどりリーダー会議・横浜こども会議』が開かれ、本校からは生徒会書記の川合美音さん、会計の藤坂侑聖さんが参

加しました。７つの中学校ブロックで、当日までに小中合同で準備を重ねての参加です。当日も見事に小学生をリードして

話し合いやポスターセッション発表を行いました。今後の活動にもつながりますし、他の中学校区の生徒とも交流が深まっ

たのは大きな収穫でした。９月１６日の長津田地区敬老会では、会場準備をバスケットボール部が、当日の案内係を福祉

委員が、会場片付けを男女バレーボール部が行ってくれました。縁の下の力持ち的な仕事を担ってくれたことに心から感

謝です。地域の方々もその働きぶりをほめてくださっていました。また、吹奏楽部は（今年は津軽海峡冬景色の生歌もあり）、

高齢者の皆様のお心に届くすばらしい演奏を披露してくれました。「来年も、また楽しみにさせ

てもらいますね。」のお言葉が何よりのお褒めの言葉でした。 

 

９月２１日には、元日本代表サッカー選手の波戸康広様に創立７０

周年記念講演を行っていただきました。（とてもよいお話でした。是非、

ご家庭でもどんなお話だったか、聞いてあげてください。） これから、１

１月の記念式典に向けて、行事や学習を通して「７０周年に立ち会え

る思い」をさらに高めてほしいと思います。 

 

今月号の最後に・・気になる噂を耳にしました。「成績に関係するか

ら先生には何も言わない方がいい。」 びっくりしました。子どもたちが

身につけるべき様々なことを学び、考え、きちんと自立していかれるように、ご家庭と教職員が共に手を携えて、深い愛情

の中にも、だめなことはだめと教えられる・・・そんな当たり前の環境とは逆行する噂です。教職員とも確認をします。どうか、

何かお悩みや疑問があるときは遠慮なくお知らせください。学校が考えることも「子どもたちのために」です。生徒たちも、中

学生ともなれば「守られるばかりの存在」ではなく、「地域社会でも役に立てる存在」にならなくてはなりません。そんなすて

きな子どもたち育成のために、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

9月 3日 長津田地区防災訓練に参加して 

初めて地域防災訓練に参加させて頂きました。備蓄庫の中に食糧をはじめ、調理器具、水、簡易トイレ、緊急

用電話など、さまざまな防災器具があることに驚きました。また、地域の皆さま方が担当に分かれ、手際よく準

備されていたことに大変感銘を受けました。有事の際に備え、日常時にモノのネットワークと、人のネットワー

クを確認する必要があると感じました。地域にとって中学生は、マンパワーとして活躍すべき存在だと思います。

生徒たちとこの体験を共有し、意識付けができるよう考えていきたいと思います。（１年職員 河原 誠） 
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全体会の後、サ

ッカー部にも

お話をいただ

きました！ 
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                専用ポストは職員玄関内に 

 設置してあります！ 

メニュー 金額 

日替わりスタンダード(肉料理) 500円 

日替わりヘルシー(魚料理) 500円 

日替わりキッズ(量少なめ) 410円 

ライスコンボ 500円 

週替わり弁当 520円 

週替わり丼 520円 

唐揚げ弁当 500円 

唐揚げカレー 520円 

照りから丼 480円 

ロコモコ 520円 

オムライス 520円 

英語弁論大会 

7 月 2７日横浜市立学校総合文化祭第６８回横浜市立中学校英

語弁論大会に 3 年８組の浦桜子さん、７月３１日高円宮杯 全

日本中学校英語弁論大会 横浜ブロック大会に 3 年６組の相本

菜月さんが、それぞれ学校代表として出場しました。自分自身

の体験をもとに、堂々としたスピーチをしていました。 

つたのは学園交流会 ―７月２8日― 

 長津田地区センター内の「つたのは学園」において、

交流会がありました。この交流会は福祉委員会の活動と

して毎年行っているものです。 

当日のお楽しみ会では、ハンドベルを演奏したり、合

唱を披露したりして喜んでいただくことができました。

交流会は中学生にとって、福祉についての理解を深める

良い機会になります。これからも引き続き実施していき

たいと思います。 

田奈中学校参加生徒  

３年 髙橋沙耶さん 和田陽一郎さん 斉藤葵さん 川口結莉乃さん 

２年 米山京花さん 栗又朱里さん 野口七海さん 小町柚衣さん 

１年 藤巻颯さん  大塚澄玲さん 

夢みどりリーダー会議・横浜こども会議 ―８月３０日 緑区役所にて― 

「ひとをおもい、まちとつながり、住みよい社会をつくろう」を共通テーマに、緑区の各小中学校の代表

が参加をし、会議を行いました。田奈中からは、２年７組の川合美音さんと、2 年 3 組の藤坂侑聖さんが

代表で参加し、全体の司会を川合さんが担当しました。夢みどりリーダー会議では、「緑や公園が多い住み

やすい緑区」の実現のために、田奈中は地域の人と一緒に公園の花植えを行うことを発表しました。             
こども会議では、「もう一度、いじめの問題に向き合い、自ら解決しようとする子ども社会をつくろう」を

テーマに、田奈中ブロックでは、あいさつ運動やお互いを知るための活動、など、具体的な活動について意

見を出し合いました。また、他のブロックの意見を聞くこともでき、今後の活動に向けて充実した会議とな

りました。 

 

 

 

 

 

 ♫田奈中学校吹奏楽部演奏♫ 

１．交響曲第１番「アークエンジェルズ」作品 50 よりⅢ・Ⅱ・Ⅳ 

２．津軽海峡冬景色  ３．日本抒情歌集  

４．美空ひばりの想い出  ５．故郷 

－９月１６日（土）本校体育館にて－ 

毎年恒例の長津田地区敬老会が盛大に開催され

ました。長津田自治連合町内会の方々も前日から会

場準備に奔走されていました。地域の７５歳以上の

方々が参列される中、長寿をお祝いする会が楽しく

催されました。本校からは、福祉委員の生徒たちが

受付の案内やお茶を渡すなど、会場に来られたお年

寄りの方々と触れ合うことができました。 

また会では、吹奏楽部の演奏や「みんなで歌お

う！」などのアトラクションがあり、会場を多いに

盛り上げました。楽しいひとときを地域の方々と有

意義な時間を共に過ごすことができました。 

生徒用お弁当販売(当日注文用)について 

 

9 月より、新しい業者によるお弁当販売がスタ

ートしています。 

生徒の皆さんが、専用封筒に必要事項を記入し

てお金を入れて専用ポストに入れます。1 時間

目が始まるまで受け付けていますのでよろし

くお願いいたします。 

購入方法・メニューにつきましては各教室にも

掲示してあります。 



各学年課題曲＆各クラスの選択曲 

１年 課題曲  マイ・バラード 

１組 新しい世界へ 

２組 Tomorrow 

３組 HEIWA の鐘 

４組 この星に生まれて 

５組 カリブ夢の旅 

６組 大切なもの 

７組 あの素晴らしい愛をもう一度 

８組 涙をこえて 

９組 笑顔を忘れてしまった君へ 

2 年 課題曲  予感 

１組 空駆ける天馬 

２組 プレゼント 

３組 輝くために 

４組 時の旅人 

５組 時を越えて 

６組 証 

７組 未来 

８組 あすという日が 

９組 君とみた海 

３年 課題曲  信じる 

１組 虹 

２組 YELL 

３組 生命 

４組 桜の季節 

５組 人間 

６組 手紙 

７組 言葉にすれば 

８組 決意 

９組 海の不思議 

＊今後のカウンセリングの予定 

・９月２９日(金)  ９時～１７時 

・１０月６日(金)  ９時～１７時 

・  １３日(金)  ９時～１７時 

・  ２０日(金)  ９時～１７時 

・  ２７日(金)  ９時～１７時 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田奈中学校の次世代を担うリーダーを選ぶ選挙

です。９月２９日（金）に全校生徒による投票が

行われます。 

生徒会長  １名（現２年より） 

副会長   ２名（現２年・１年より各１名） 

書記    ２名（現２年・１年より各１名） 

会計    ２名（現２年・１年より各１名） 

立候補者は、学校生活をよりよくしていこうと

推薦母体である学級での承認を得て、立候補して

います。ここから選挙活動も始まりますが、生徒

の皆さんも、立候補者の思いをしっかりと受け止

めてください。保護者の皆様のご理解・応援もよ

ろしくお願いします。

 １０月２６日・２７日 

夏休み前から各クラス準備を始め、すでに各ク

ラスの選択曲も決定しています。期末試験が終わ

るといよいよ本格的な練習のはじまりです。時間

をかけて創りあげる歌声には、毎年心を揺さぶら

れます。学年が上がるにつれ変化する声の質にも

ご注目ください。 

 

文化祭：１０月２６日（木）２７日（金） 

２６日（木）午前 ２年生合唱コンクール 

午後 １年生合唱コンクール 

２７日（金）午前 ３年生合唱コンクール  

スクールカウンセラーによる相談のご案内 

 
☆ご相談は時間をとってお話を伺うために、予約

をお願いしています。 

お申し込みは ①担任の先生などを通して 

       ②直接お電話で 

田奈中学校スクールカウンセラー 中村光子 

カウンセラー専用直通電話 

０４５（９８１）８４６１ 

就学援助について 

引き続き２月まで順次追加受付を行っています。書類をお持ちでない場合は事務室までご連絡ください。 

お詫びと訂正 

・5 月号掲載の各部からの意気込みで将棋部の部長名

が誤って掲載されました。正しくは出島正隆さんで

す。 

訂正いたします。 


