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金色（こんじき）の ちひさき鳥の 

かたちして 銀杏（いちょう）ちるなり 

    夕日の岡に     ～与謝野 晶子～ 

校長 佐塚 保恵 

８月といい、この１０月といい、今年は雨の神様に、気に入られてし

まったようです。季節は秋、歌に詠まれているような、黄色く色づき散

っていくイチョウの葉を小鳥に見立てたり、その葉が夕日を浴びて金色

にすら見えたりする様子を楽しみたいと思っていましたが・・台風襲来、

やはり各地に大きな爪痕を残し、すなおに青空を喜べない、そんな週明けとなりました。 

周年行事の関係で、例年より１ヶ月近く早く『ふれあいの集い』が、10 月 7 日(土)に開催されました。 

３０回目を数える、伝統の学校・家庭・地域連携事業です。この日も天候が心配でしたが、朝の内にやんで

一安心。地域の皆様のフォークダンス発表や、ヨガ・クリスマスキャンドル作り・布草履作りなどの体験講

座、ソフトバレーボール大会。学校からは吹奏楽部の演奏に、各部活動の体験、理科の教科体験。そして、

おいしいものがいっぱいあった模擬店コーナー（地元のお店も、とても安価で商品を提供してくださいまし

た）、と本当に盛りだくさんでした。この日のために、ずっと準備に関わってくださった（今の時代、食物

を提供するにはいろいろな手続きが必要で、それだけでも大変です！）ＰＴＡの皆様、当日のボランティア

や講師の皆様（小学生のお手伝いボランティアさんもありがとう！）、そして、朝早くから大きな水たまり

のあるグランドを整備したり、よい部活動体験にしようとがんばったりする姿がうれしかった田奈中生、売

り子さんや焼きそば職人などの普段とは違う姿を見せた先生方・・本当に多くの方のご協力で成り立つ行事

でした。本当にありがとうございました。 

 このように、人の善意で成り立つものがある一方で、ここのところ『怒りの感情』について考えさせられ

る事件のニュースに心が痛みます。特に交通事故に関わるような件・・。注意されたことに腹を立て、高速

道路という、渋滞以外に止まることなど許されない、それも追い越し車線で相手の車を停車させて、後続の

車が激突・・。一般道でも車線の真ん中に停車して進路妨害、降りてきて暴言や暴力・・そんな迷惑行為は

半年で３５００件を超えているそうです。また、運転には、様々なストレスが伴う上に、車という空間は、

運転者があたかも絶対権力者のように勘違いをする場所でもあるそうです。その結果、起こりうる命に関わ

る酷い結果や巻き込まれた家族のつらさを想像できない・・そのことに慄然とします。自分が発した相手へ

の暴言や行動が、自分の怒りをさらに増幅させ爆発する・・そんな大人にならないでね、と心から思います。

そのためにできること・・世の中には嫌なこともいっぱいある、でも、ものごとのよい面を見よう、マイナ

ス発言じゃなくてポジティブな言葉を使おう、がんばれる自分を好きになり相手を認めることを普段から心

がけよう、なのではないかと思うのです。自分事として考えていきたいですね。 

     

 

 

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】  
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横浜市個別支援学級 合同体育祭 
  

     ３年 佐々木 楓馬 

 ９月２０日に合同体育祭のコース確認に行きました。三ツ沢競技場の周りを走りました。１回目は２分５４秒

でしたが、２回目の時は４分以上かかってしまいました。そのあとに、リレーをやりました。リレーでは三ツ沢

競技場の中を走りました。１回目は１分２秒で２回目は１分４秒でした。トラックで走れたので良かったです。 

９月２９日に三ツ沢陸上競技場で合同体育祭がありました。僕はこの日のために体力作りをがんばってきまし

た。まず始めに１００ｍ走がありました。１００ｍ走では田中秀幸君、戸田凌輔君、能登翔君の３人を応援して

いました。持久走では１５００ｍ走りました。去年はトラックが短く感じましたが、今年はとても長く感じまし

た。坂から下り坂まで全力で走りました。３０人くらい抜きましたが、そのあとに１５人くらいに抜かされまし

た。トラックに入り１０人くらい抜かし、ゴールしました。結果は１１０位でした。去年は７０位だったので４

０位も下がってしまいました。今年はみんな速く感じました。 

午後は、リレーをやりました。リレーではアンカーでした。結果は２位でした。あとすこしで１位だったので

悔しいです。 

今回の合同体育祭では、はじめて「悔しい」という気持がありました。いつもは、「来年もチャンスがあるか

ら大丈夫」と思っていましたが、今年で最後だったので悔

しかったです。これからの行事では後悔しないように 

何事も全力で取り組みたいです。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一年間で最大のイベントである「文化祭」が行われます。田奈中学校の文化祭は、合唱コンクー 

ル（学年別開催）＋全体発表（各学年最優秀クラス発表・吹奏楽部演奏・合唱部発表・有志団体発

表など）＋作品展示発表（教科・委員会等）の３部門で構成されています。 

 

 

田奈中学校文化祭 

展示発表部門 
１０月１９日～２７日 職員室前廊下 

            会議室Ｂ（職員玄関横） 

１０組：刺繍、切り絵、行事のレポート 

国語科：書写、夏休み自由課題 

美術科・美術部：平面作品、絵画 

家庭科：朝ごはんレポート、夏休み自由作品 

福祉委員：委員会活動報告壁新聞 

福祉委員会・平和学習：活動報告 

全体発表部門 
１０月２７日 午後１２：２５より 

最優秀クラス（各学年）発表 

英語スピーチ 

※原稿は文化祭のしおりに掲載 

部活動・有志団体などの発表 
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日時 ２年 １０月２６日 午前 ９：２０～ 

   １年 １０月２６日 午後１２：５０～ 

３年 １０月２７日 午前 ９：２０～ 
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１１月のカウンセリングの予定 

・１１月１０日（金） ９時～１７時 

・１１月１７日（金） ９時～１７時 

・１１月２４日（金） ９時～１７時  

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 
 

☆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直接のお電話で 

田奈中学校スクールカウンセラー中村光子 

部活動 ９・１０月の活動報告 

【陸上競技部】   

 ○平成２９年度 第５１回 神奈川県中学校総合体育大会           

  第７０回 神奈川県中学校陸上競技大会  

１０月７日 横浜市三ッ沢公園陸上競技場           

         男女総合４位 女子総合３位   

男子 3000ｍ 富田 翔  ９分０１秒８６ 第５位  

  3000ｍ 和田 悠都 9 分０２秒５４ 第７位  

棒高跳  佐藤 蓮   ３ｍ９０    第７位 

女子 ２００ｍ 舛永 理紗 ２５秒６４   第２位 

共通 4×100ｍＲ 田橋・野呂・遠藤・舛永 

           49 秒４２   第１位  

 ○横浜市中学校駅伝大会  

 １０月１４日 横浜八景島・海の公園周回コース 

 男子の部 優勝 山本・和田・中村・井上・富田・小倉 

    ♦富田 翔 ５区区間賞 3.39ｋｍ 10 分 22 秒 

女子の部 第２位 吉原・倉地・中村・渡邊・岩永 

    【野球部】       

○緑区秋季野球大会 準優勝 

 ９月２４日、１０月１日、８日 

 会場：霧が丘学園・神奈川大学付属中学校 

【バドミントン部】   

  ○緑区秋季バドミントン大会 ９月１８日 十日市場中学校 

   男女とも団体戦３位入賞 

  女子ダブルス 望月綾乃・後藤梨里花ペア 優勝 

         川野みおり・飯島すみれペア 準優勝 

  女子シングルス 亀梨 歩実 第３位 

  男子ダブルス  シモーネ都仁・稲裕誠ペア 優勝 

          砂川寛太・遠藤帆真ペア 第 3 位 

  男子シングルス 松本 大生 第３位  

【吹奏楽部】                          

  ○第２３回日本管楽合奏コンテスト全国大会 ９月２９日                   

最優秀賞を受賞し、神奈川県代表として、１０月２８日、        

文京シビックホールで行われる全国大会へ出場。 

○第２３回東関東マーチングコンテスト                 

１０月１日 千葉ポートアリーナ 銀賞受賞  

◇水泳   〇第５５回全国日本中学校水泳競技大会 

河野龍之介 男子５０㍍自由形 ２５秒４ 

全国標準記録突破 

カウンセラー専用直通電話 

０４５（９８１）８４６１ 

【剣道部】 

○横浜第４ブロック新人剣道大会 ９月１０日 慶応義塾普通部  

   男子（阿部・添野・蔵光・高山・板垣・真鍋・副島）準優勝 

   女子（佐々木・渡邊・田代・小川・椎野・高橋・橋本）第３位 

  ○緑区秋季剣道錬成大会 ９月２３日 緑スポーツセンター 

男子団体 後藤公輔・蔵光健太・高山凌多 優勝 

     阿部遼・添野太壱・杉本隆明  第２位 

男子有段の部 

 後藤公輔 優勝、 蔵光健太 第３位、 添野太壱 第４位  

女子有段の部 

 田代悠陽 第３位、 佐々木涼葉 第４位 

女子無段の部 

 霞流華恋 第２位、 濵口来 第３位、 車谷妃奈子 第４位  

市内各区招待試合の部 優勝 

緑区代表チーム 次蜂 蔵光健太（緑区剣道連盟会長賞受賞）      

○横浜市中学校剣道新人大会女子 １０月８日 鶴見大学 

 女子団体 第１７位 県大会出場権獲得 

 （佐々木・高橋・田代・濵口・霞流・渡邊・椎野） 

○横浜市中学校剣道新人大会男子 １０月１５日 鶴見大学 

 男子団体 第９位 県大会出場権獲得 

（阿部・添野・蔵光・高山・板垣・副島・真鍋） 

【男子バレーボール部】    

  ○秋季緑区・中区合同ブロック新人バレーボール大会  

９月１７日（会場：田奈中学校） 優勝 

   【テニス部】 

○神奈川県中学校ソフトテニス選手権大会 横浜ブロック 

 女子団体戦 １０月８日 三ッ沢公園 

ベスト１６  鍵和田・中村ペア  井上・佐々木ペア  

石井・吉田ペア   岡田・山崎ペア 

女子個人戦 １０月９日 三ッ沢公園 

鍵和田・中村ペア 県大会出場 

【卓球部】 

○緑区秋季卓球大会（個人戦）１０月 1 日 十日市場中学校 

 ２年 加藤 隼斗 第５位  １年 永田 悠真 第 5 位 

  【水泳】 

○神奈川県中学生水泳競技大会 新人戦 ９月１８日 

 女子４００ｍ自由形    岩永渚沙 ４分４５秒４４ 第５位 

男子２００ｍ個人メドレー 伊藤賢心 ２分 22 秒３５ 第５位 

    


