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かくれんぼ 三つかぞえて 冬になる 

～ 寺山 修司 ～    校長 佐塚 保恵  
『かくれんぼの鬼になって三つ数えていたら、もうみんな隠れてしーんとな

ってしまいました。何だか、ふいに寒くなって、すっかり冬のようです。』 

日によって寒暖の差が激しく、季節も行きつ戻りつの感があったり、ま

た、この句のように、何かのきっかけで、急に冬の到来を実感したり、という季節になりました。 

そのような季節の移ろいの中、１１月２５日（土）に、本校創立７０周年記念式典が行われました。すべ

て、生徒による進行で式は進み、とても、頼もしくも温かい雰囲気が素敵でした。式典の中で、生徒代表の

松本雛花さんは、７０周年という節目に立ち会えた思いと決意を語ってくれました。月日は流れても、変わ

らず守っていきたいもの、この思いを全校で共有したいです。紙面の関係で一部を紹介します。 

七十年という長い長い時間をかけて、先生方、卒業された先輩方が延々と築き上げてきた本校の歴史を、

今私たちが受け継いでいるということに、身震いするような感激と、大きな責任を感じています。こうし

て今、多くの友達と学び合い、有意義な学校生活を送れることはとても幸せなことです。（中略）『一生懸

命がかっこいい』という、先輩方が代々守り続け、今につないできた『襷』を私たちも握りしめ、これか

らの田奈中学校に残していかなければなりません。学習・生徒会活動・部活動。どの場面でも、自分が輝

けるように、『一生懸命』に取り組み『襷』をつないでいけるようにしたいと思います。たとえ、満足のい

く結果が得られなかったとしても、みんなでやりきったことに、『一生懸命がかっこいい』という思いが残

るのだと思います。 

また、２回目の記念講演はドゥーグル・リンズィー氏をお招きし、「深海（ふかうみ）や かわづ飛び込

む」というテーマで、学ぶことはいろいろな可能性につながり消して無駄にならないこと、思うようにいか

ないこともチャンスに変えてがんばることを楽しんで、今現在の海底資源開発や深海生物（クラゲの種類は

７００も！）の調査研究の仕事をされていることを、日本留学以来の趣味である「俳句」を交えながら話し

てくださいました。事前学習で、ドゥーグル先生に興味津々だった生徒たちは、講演を目を輝かせて聞いて

いました。 

当日、体育館には全クラスの学級旗や、合唱コンクールのめくりプログラム、体育祭のスローガン、美術

部が担当してくれた看板などが飾られ、１０組の７０周年記念作品や切り絵も加わって、生徒たちのエネル

ギーと可能性を改めて感じることができました。（前校長の星野先生も、すばらしさに感激していらっしゃ

いました。）中学生としての成功体験も失敗も心に刻み、いろいろなことを広く深く知ろうとし、出会う人

と尊重し合い、自分を探し、見つけ、磨いていってほしいと心から願っています。今の世界情勢は、悲しく

時に怒りすら覚えるようなできごとも頻発しています。それらから目を背けることなくしっかり考え、これ

まで地域の方々に支えていただいたことに感謝し、故郷としてのこの土地を大切に愛し、今度は自分たちが、

平和で今よりも幸せな社会を実現させ、３０年後の創立１００周年を地域の担い手として支えられる・・そ

んな成長が楽しみです。 

午後からは横浜市教育長様、緑区長様、地域で常に学校を支えてくださる皆様、学区の小中学校や歴代の

校長先生はじめ、元職員の皆様をお迎えして、記念式典・祝賀会も行われましたこと、周年行事実行委員会

からは体育館舞台幕一式、前日と当日に配られた記念品一式を贈呈いただいたこと、生徒たちの意見を取り

入れながら、来年度から制服が新しくなることを併せてご報告いたします。今年度いっぱい、７０周年の取

組は続きますが、周年行事準備委員会、実行委員会の皆様、長期間にわたり本当にありがとうございました。 
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街の教育座談会 

１０月３０日、田奈中学校区学校・家庭・地域連携事業「街の教育座談会」が本校で行われました。田奈

中学校及び学区内３小学校の代表児童・生徒から、安心・安全でみんなが住みやすい地域社会を実現するた

めの作文発表があり、小中学校・地域・保護者を交えて意見交換が行われました。どの児童・生徒の発表か 

らも、身近な取組から未来へつなげていこうという意志を強く感じました。 

 

 

 

僕にできる事  

二年 榎本 吉宗 

 昨年は、僕は生まれ育ったこの街がすきなこと、そして今後も変わらぬ街であって欲しい思いを

作文にしました。そして今年、このテーマに出逢い、自分なりの思いを書いてみたいと思いました。

その理由は、この夏、ぼくが部活動で足をケガしたことにあります。しばらくの間、ギブスをし、

その後も右足首が痛くて本当に歩くのが辛かったです。目の前にあるものがすぐに取れない、自由

に動けない生活ってこんなにも大変なんだと思いました。ただ、そんな時も僕が学校生活を楽しく

過ごせたのは、周りの仲間の支えあったからだと思います。友達は僕の手となり足となり、僕がし

ようと思っていることの手助けをいろいろしてくれました。そのおかげで何とか乗り切ることが出

来ました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

 皆さんは長津田が福祉の街だと知っていましたか？僕は、知りませんでした。長津田に「ささえ

あいネット」たるものがあり、介護についての講座を開催したり、いろいろな人が繋がりあえる場

所となるようなカフェを開いたりもしているようです。ネットや地域の掲示板を見るとこれらの事

が詳しく書いてあります。ケアプラザの前にはこのことが書かれた横幕もあります。 

今まで気に留めていませんでしたが街には意外と段差が多い事や、階段のあるところでは、ひと

りひとりの状況よりエレベーターがあると便利だと、ケガをして改めて気づきました。少しですが、

高齢者の方々の気持ちがわかったような気がしています。福祉の街にいてもその取り組みのことす

ら知らないのが現状です。おそらく、高齢者を支えているのは、決して若者でない五・六十代の人

達なのかもしれません。もっと若い世代の人達が目を向けていないと安心して暮らせる街にはなら

ないのではないでしょうか。学校の取り組みとしてももっと出来る事はないのか・・・ 

若者と高齢者が共存しあえる街にならないと福祉の街にはならないと思います。日ごとに長津田

に新しい家が建ち、この長津田のことを知らない人たちが増えてきています。僕が好きなこの街を

知ってもらう良い機会になるのではないかと思います。書くこと、聞くこと、みること・・・それ

だけでも意識が高まると思います。中学生活の中で勉強や部活動は大事です。それと同じくらい地

域との繋がりを大切に思える気持ちをひとりひとりが持てるようになれたら、きっともっと街は変

わるのではないかと思います。少なくとも、ケガをした僕はそれまでの僕とは違います。これから

もできる事から始めていきたいと思います。こうした、作文を書くことが、その第一歩になってい

ると思います。 

文化祭 

後期最大のイベントである文化祭。今年は１０月２６日(木)・２７日(金)の２日間に渡って行われました。

合唱コンクール、全体発表・展示等、今年も大いに盛り上がりました。 

 合唱コンクールは、９月の期末テスト終了から本格的に練習を始めました。学活や総合、音楽の時間に練

習を重ね、短期間ではありましたが、どのクラスもよりよい合唱を目指して頑張りました。各学年の結果は

次の通りです。入賞したクラスのみなさん、おめでとうございます。 

田奈中学校 優秀作品 

１年:木村萌香さん、進藤紗佳さん、大塚晃輝さん、八木香音さん、平山咲良さん ２年: 榎本吉宗 

 

： 



合唱コンクール結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よい歯の学校」表彰 

 今年度、本校は神奈川県教育委員会及び歯

科医師会により「神奈川県よい歯の学校」に

選ばれ、11 月 14 日に表彰されました。これは、歯・口腔の健康状態

や歯科保健活動の状況等が審査され、県内各地区の代表審査会を経て、

最終的に 14 校（中学校 1 校）が選ばれるものです。 

 今年度歯科検診の結果が昨年度より向上したことに加え、昨年度学校

保健委員会の取り組み（歯の健康）、食育の実践等が評価されました。

これも、保護者の皆様のご協力の賜と思っております。今後も取り組み

を続けてまいります。 

 

≪生徒会花植え活動≫ 

 

 

 

 

 

 

≪ふれあいの集い≫ 

 １０月７日（土）毎年恒例の「ふれあいの集い」が

田奈中学校を会場に行われました。前日、当日とＰＴ

Ａの方々が手際よく準備してくださったおかげで、盛

況のうちに終えることができました。 

 用意した食べ物や飲み物も早い時間で完売しまし

た。部活動体験では、いずれ入学する小学生を相手に、

お兄さん、お姉さんらしい優しい表情で接する姿が見

られました。 

１学年 課題曲「マイ・バラード」 

最優秀賞 ３組 ＨＥＩＷＡの鐘 

優秀賞  ６組 大切なもの 

     ９組 笑顔を忘れてしまった君に 

優良賞  ５組 カリブ夢の旅 

２学年 課題曲「予感」 

最優秀賞 １組 空駆ける天馬  優秀賞 ３組 輝くために 

優良賞  ９組 君とみた海 

３学年 課題曲「信じる」 

最優秀賞 ９組 海の不思議   優秀賞  ４組 桜の季節 

優良賞  ７組 言葉にすれば 

夢の緑区推進事業として、生徒会本部役員が、

長津田公園愛護会の方々と一緒に、長津田公園の

花植を行いました。10 月 30 日に土壌作り、11

月 9 日に花苗植を行いました。ストック、ノース

ポール、スミレが色とりどりの花を咲かせていま

す。中―リップの球根も植えたので、春には、芽

を出して花が咲く予定です。春を楽しみに待って

いてください。 
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部活動 10月・11月の活動報告 

【陸上競技部】   

   ○第５４回 横浜市中学校秋季陸上競技大会  

１０月２８日 三ツ沢公園陸上競技場    

             男女総合７位 男子８位     

山田 脩人  ２年走高跳   １ｍ６０  第８位 

            麻野 大成  ２年棒高跳   ３ｍ６０  第２位  

                       鯉渕 貴成   ２年走幅跳   ５ｍ６５  第４位 

            中島 士   １年砲丸投   ８ｍ１８   第８位           

杉田 翔   ２年砲丸投 １０ｍ８４  第３位 

            野呂 楓   ２年１００ｍ １３秒１０ 第３位  

                倉地 礼菜   1年８００ｍ ２分２８秒４９ 第２位 

            武井 琴葉  １年走高跳  １ｍ３５  第８位  

            竹内こころ  ２年走高跳  １ｍ４０  第８位 

            髙橋 華帆  ２年砲丸投  ９ｍ５９  第６位 

            ○神奈川県中学校駅伝競走  

１１月４日 八景島・海の公園コース 

             ◇男子の部 第１位  19.480ｋｍ １時間３分２３秒 

                山本 翔太 ・和田 悠都・中村 一太 

井上 詠祐大・小倉 夕輝・富田 翔  

              ※６区区間賞 富田 翔  

※１２月２、３日 関東中学駅伝（群馬県・前橋）出場 

※１２月１７、１８日 全国中学駅伝（滋賀県・野洲）出場 

◇女子の部  第１１位 12.480ｋｍ ４４分５３秒 

岩永渚沙・倉地礼菜・渡邊紗楓・藤原有紗・吉原芙美奈 

 ○横浜市立中学校総合体育大会 第６４回ロードレース 

１１月１８日 八景島・海の公園コース  

 ◇男子（４０００ｍ） 

  １年 山本 翔太 １３分２５秒 第１位 

２年 井上詠祐大 １３分０３秒 第９位 

３年 小倉 夕輝 １３分１１秒 第５位 

◇女子（２４００ｍ） 

 １年 倉地 礼菜  ８分５１秒 第３位 

 ２年 岩永 渚沙  ８分３９秒 第１位 

    渡邊 紗楓  ８分５８秒 第９位 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【バスケットボール部】  

○横浜市中学校バスケットボール新人大会（ブロック大会） 

女子 第５位 

男子 ベスト１６ 

男女市大会出場 

 

  【吹奏楽部】 

○第２３回日本管楽合奏コンテスト全国大会  

     １０月２８日 文京シビックホール 

     優秀賞受賞、審査員特別賞受賞 

      ○第１８回横浜アンサンブルコンテスト  

   １１月４日 磯子公会堂  

   金賞受賞、横浜市代表として神奈川県大会へ出場 

   個人戦の場合参加生徒名：木管八重奏 

   宮澤 優和・鈴木伶奈・深田 遥花・山﨑 心暖 

   軽石 空莉・関亜由菜・尾島 花音・村上 碧 

  ○第１８回横浜アンサンブルコンテスト 

   １１月５日 磯子公会堂 

   金賞受賞、横浜市代表として神奈川県大会へ出場 

   個人戦の場合参加生徒：金管八重奏 

小川 真聖・田中 菜乃葉・澤田 夕菜・高井 美羽 

若松 紗那・野口 七海・平井 杏樹・米山 京花 

 

  【合唱部】 

      １２月３日に緑アートパークで行われる「長津田音祭り」

に出演します。ぜひお越し下さい。   

 

【新体操】 

 ○横浜市中学校新体操秋季大会 

   １０月２１日 保土ケ谷スポーツセンター           

   池田 楓花 個人総合 第５位 

  ○神奈川県新人戦（神奈川県技能強化講習会） 

   １１月４日 海老名運動公園 

  池田 楓花 ボールの部 第５位 

   ※神奈川県の強化指定選手に認定 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１２月のカウンセリングの予定 

・１２月 １日（金） ９時～１７時 

・１２月 ８日（金） ９時～１７時 

・１２月１５日（金） ９時～１７時 

・１２月２２日（金） ９時～１７時 

カウンセラー専用直通電話 

０４５（９８１）８４６１ 

 

祝 陸上競技部 全国大会出場！ 

11 月 4 日に行われました、神奈川県中学校駅伝競走に

おいて男子は見事優勝いたしましたので、12 月 17 日、

滋賀県野洲市で行われます、全国中学校駅伝大会に出場

します！ 

 応援よろしくお願いいたします！ 


