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山茶花の 咲きてことしも 師走かな 

～ 久保田 万太郎～ 

  
校長 佐塚 保恵  

 童謡「たき火」の歌詞にも登場する山茶花（さざんか）。中国語でツバ

キ全般をさす山茶（ささん）に由来し、本来の「ささんか」がなまって「さざんか」になったそ

うです。「横浜市の木」の一つでもあります。紅葉が終わり、街路樹もすっかり枝だけになった

この時期に開花するので、特に赤い山茶花はひときわ街に彩りを添えています。散るときに花ごと落ち

るツバキと違って、花びらが一枚ずつはらはらと散るのも「ひたむきな」「困難に打ち勝つ」という花言

葉と相まって、風情を感じます。 

さて、１１月２５日に創立７０周年記念式典が終わった後も、学校は着々と小さな歴史を積み重ねました。 

３年生は１２月４日から三者面談が行われ、いよいよ進路選択の最終段階に入りました。受験にもさまざ

まな形があります。今後の流れで共通する大切なことは、努力と気力と健康、進学希望先への強い気持ち、

ルールやマナーの理解、受験を支えてくださるご家族への感謝、受験日や発表日が違うことでの友人への思

いやりだと思います。一人ひとりの頑張りを心から応援したいと思います。 

２年生は１１月３０日に、９２事業所にご協力いただき、職場体験を行いました。こんなに多くの事業

所の皆様にお世話になれることに本当に感謝です。今後、急速に世の中や仕事の有り様が変わっても、自分

らしく生きること、働くことにやりがいを見いだすこと、誰かの役に立つことに誇りを持つこと、もっと単

純にこの仕事面白い！と思えることが大切であるのは変わらないと思います。その裏には思うようにいかな

いことも投げ出したくなることもあって、収入を得るのは大変なんだ・・そんな気づきがあったキャリア教

育となりました。別のページに特集記事がありますので、お読みください。 

１年生は１２月１４日の６校時に学年レクを行いました。各クラスの学級委員が何度も会議をし、準備を

進めたことについて、１年８組の学級通信から紹介します。『前日の水曜日は、学級委員会を担当する私は

出張に行ってしまったので、元々は会議をしない予定だった。しかし、学級委員たちは直前までレクの成功

のために、前日も、当日の朝も、昼休みも、細かなところまで確認をしていたようだ。だからこそ進行がス

ムーズだったし、実況も◎。ゲーム自体が予定よりも長引いたが、事前の準備と、段取りの綿密な確認がそ

れを助けた。想定外のことを、自分たちの力でカバーできた学級委員たちを誇らしく思う。学年全員に向け

て、「彼ら学級委員は最高のリーダーです」と自慢したい。』学級日誌にも『ほかのクラスの人とも協力する

ことができた。コミュニケーションは大事なんだなと思った。』と記されていました。そのすばらしさの中

に新たな学年の課題も見つけて、次につながる時間になったのがさらにうれしいことだと思います。 

 １９日の７０周年記念全校マラソン大会！当日は奇跡的な好天！多くの保護者の皆様にお越しいただき

ありがとうございました。（願わくは・・顔見知りではない子にも応援の声かけをしてくださるとうれしい

です。きっと励みになります！） 冬休み前最後の全校行事としてほめてあげたいのですが、ほんの数人「一

生懸命がかっこいい」取組ができた？と問いたい生徒もいました。走るのが嫌いな人も、足が遅い人もいて、

それでも精一杯頑張って完走する・・数人で馴れ合ってへらへらゴールするよりずっと、すごくかっこいい

なあ、と感じました。 

 

２０１７年がまもなく終わります。ご支援・ご協力、本当にありがとうございました。２０１８年も   

どうぞよろしくお願いいたします。 田奈中に関わるすべての皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。 
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書き初め展 

 

 冬休みの宿題として、「書き初め」を行います。

１月９（火）に提出してください。その後１週

間ほど教室内に展示します。校内での選考を経

て、金・銀・銅の賞が選ばれます。 

 また金賞作品の中から、三作品を緑区中学校

書き初め展に出品します。 

（1/20～2/1 於：緑図書館内及びロビー） 

 

１年必修課題 文字・書体ともに自由 

２年必修課題「夢を信じる」「功を奏する」 

      その他 書体は行書 

３年自由課題 文字・書体とも自由 

 

 

 

一般には１月２日に行われ、おめでたい文字

を書いて神棚などにおさめ、書道の上達を願う

行事が書き初めです。 

田奈中学校では、冬休みの国語科課題として

取り組んでいます。三枚判という半紙三枚分の

大きさの紙が配布されていますので、新年、新

たな気持ちで書いてみてください。墨の香りに

は心を落ち着ける効果もあるそうです。皆様の

新年が、穏やかに始まりますように‥。 

 

マラソン大会 

 田奈中学校の伝統行事の一つであるマラソン大会が１２月１９日（火）こどもの国を会場に実施されました。

男子５ｋｍ、女子４ｋｍで、アップダウンもあり厳しいコースですが、各自自分のベストタイムを目指して駆け

抜けました。今年は、12月の開催で気温が心配されましたが、素晴らしい天候となり、最後まで懸命に走りき

る姿はとても感動的でした。走り終わった後の生徒たちの表情は、達成感に満ちていました。  

☆  ☆  ☆  学年別学級対抗（男女総合）  ☆  ☆  ☆ 

１学年            ２学年            ３学年 

１位  ８組          １位  ５組          １位  ２組 

２位  ６組          ２位  ８組          ２位  ７組 

３位  ２組          ３位  １組          ３位  １組 

 

百人一首大会 

第２学年 １月１３日（金） 

第１学年 １月３１日（水） 

第３学年 卒業期特別時間割の中で実施予定 

個人戦  ２月２６日（月）２８日（水） 

 「百人一首大会」の季節が近づいてきました。

国語の授業の中で、五色百人一首を用いた練習

をしている学年もあります。国語科では、楽し

みながら歴史的仮名遣いに慣れ、和歌に興味を

持ってくれることを期待しています。 

 授業での様子を見ていると、タイプはいろい

ろです。まだ、覚えた札の枚数は少ないけれど、

とにかく札を探すのが速い人‥。この人は、場

の札が多いときには、覚えている人と互角に戦

うこともあります。札を覚えているのはもちろ

んですが、札が配られた時から、どこに自分の

得意札があるのか、記憶にとどめようと、静か

に場を見つめている人‥。この人には、終盤に

もうかないません。場の札が少なくなってくる

と、中心に寄せたくなってきますが、これは禁

物です。前述したように、札の場所を頭に入れ

て試合を進めていますので、位置が変わったら

大変です。スポーツとは異なりますが、同様に

熱くなるこの競技、今年も楽しみです。 

 さて、個人の頑張りが発揮される百人一首大

会ですが、学年の行事として行われますので、

個人だけのものではありません。   

 今年の百人一首大会を 

制するのは何組でしょうか？ 

冬休み、是非ご家庭でも挑戦 

してみてください。 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度 体育活動優秀生徒 
３年 3組 和田 悠都さん  ３年 8組 舛永 理紗さん 
３年間にわたり、体育の授業や部活動などの体育活動全般において、 

全国大会レベルの顕著な実績やリーダーとして活躍した生徒に対して、 

横浜市中学校体育連盟から体育活動優秀生徒として表彰されます。毎年３年生の中から男女別に１名ず 

つ選考され、今年度は和田 悠都さんと舛永 理紗さんがそれぞれ選ばれました。おめでとうございます。 

なお、受賞者２名は１１月 8日（水）に行われた横浜市立中学校総合体育大会閉会式において表彰さ

れ、全校朝会で紹介されました。 

今後の主な予定 

１月１８日（木）１年職業講話 

２５日（木）合同学芸会（個別支援級） 

２６日（金）３年学年末テスト 

３１日（水）２年進路説明会 

２月  ９日（金）新入生保護者説明会 

   １４日（水）～１６日（金） 

        １・２年学年末テスト 

２２日（木）・２３日（金） 

     １・２年横浜市学力学習状況調査 

３月  ９日（金）卒業証書授与式 

   ２３日（金）修了式 

夕方、暗くなるのが早い時期です。皆さんの

安全と街の安全を目的に PTA 校外委員さんと

教職員で１１月２４日より学区内の防犯パトロ

ールを行っています。 

生徒の皆さんは、以前プリントでも配布しま

したが、登下校時や普段の交通マナーを守り、

事故に遭わないよう十分気をつけて過ごしまし

ょう。特に、 

・歩道と車道の区別のない道での歩き方 

・道を横断する時の歩き方 

・横断歩道や歩道橋の利用の仕方 

・狭い道で自動車が近づいてきた時の 

対応の仕方 

・複数の人数で歩く時に注意すること 

・駐車場やマンション等、他人の敷地内を 

通らないこと 等々・・・ 

交通安全に対する意識を高めていきましょう。 

安心安全の田奈中学区を目指して 

『地域での田奈中生への見守りをお願いし

ます』 

職場体験学習 

キャリア教育の一環として実施される２年生の

職業体験。今年度は１１月３０日（木）に実施さ

れました。幼稚園、小学校、警察署、消防署、郵

便局、病院、銀行などの公共施設。スーパーや飲

食店、酒屋、写真店、美容院、書店、クリーニン

グ店、洋菓子店などの小売業、ケアプラザなどの

福祉施設まで。９２の事業所にお世話になりまし

た。実際の体験を通してさまざまなことを学び、

目には見えない事業所の方の仕事への思いや仕事

の大変さ身近に感じ、「働くということ」について

考えるきっかけになったのではないかと思いま

す。ご多用の中、ご協力いただいた事業所の皆様

には、この場を借りて御礼申し上げます。ありが

とうございました。 

 
 体験終了後、学んだことをレポートにまとめ、 

各クラスで発表会＆報告会を行いました。自分が

体験した仕事以外の内容を聞くことで、さまざま

な仕事に対する考え方がさらに広がったように思

います。また、自分が感じたことを相手に伝える

難しさも学ぶ場となりました。 
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部活動 1１月・1２月の活動報告

【陸上競技部】 

○第２６回関東中学校駅伝競走大会 

１２月３日 群馬県・前橋総合運動公園  

男子の部 第 9位 

富田 翔・小倉 夕輝・井上 詠祐大 

和田 悠都・中村 一太・山本 翔太  

○第２５回全国中学校駅伝競走大会 

１２月１７日 滋賀県野洲市・希望ヶ丘文化公園                                                                                                                         

男子の部 第１９位  

和田 悠都・中村 一太・井上 詠祐大 

山本 翔太・富田 翔・小倉 夕輝 

 

 

 

位総合２位                                                                           

 【剣道部】  

○神奈川県中学校剣道強化指定校最終選考会   

１２月 9日 海老名総合体育館 

女子団体県９位 年間強化指定校に選抜 

佐々木涼葉 渡邊鈴葉 田代悠陽 霞流華恋 濵口来 

 小川梨乃 椎野愛実 岡本ありさ 瀬尾秋穂 

 車谷妃奈子 高橋美依 橋本怜 増田りおん 

 ○神奈川県昇段審査  

12月 10日 神奈川県立武道館 

 初段 中川佑真 後藤貴裕 岡大知 小松新太 

 渡邊鈴葉 車谷妃奈子 瀬尾秋穂 小川梨乃 

 増田りおん 高橋美依  

 弐段 真鍋洸瑛 添野太壱 田代悠陽 佐々木涼葉 

 

 

 

 

 

 

    【サッカー部】 

○神奈川県中学校サッカー大会 横浜 Cブロック予選 

12月７日 三位決定戦に勝利 ⇒ 第３位 

※県大会出場と横浜市で１６校だけが出られる日産 

  スタジアム杯に出場決定！ 

 

【バドミントン部】 

○緑区冬季バドミントン大会 １１月２３日 十日市場中 

男子ダブルス  優勝  池田 智哉・杉﨑 太一 

男子シングルス 第３位 栁下 夏穂  

女子シングルス 第３位 小倉 このは 

    女子ダブルス  第 5位 後藤 未央・深澤 春乃 

第７位 飯島 すみれ・伊藤 麻帆 

  ※上記８名が、１月５日～７日に行われる、市大会に 

出場決定。 

 

【バスケットボール部】 

女子バスケットボール部 県新人大会出場 

※平成３０年１月１３日予定 

 

【男子テニス部】 

○横浜市体育大会 ソフトテニスジュニア１年生団体の部 

１２月１７日 三ツ沢公園 

 男子団体戦 優勝 

 室谷 征吾・山本 航輝 ペア 

 竹中 大和・須田 堅  ペア 

 北崎 結大・西山 柊  ペア 

 小林 優太郎・矢萩 優守 ペア 

 １月２７日 県１年生研修大会 

 ２月１７日 関東近都県１年生研修大会に参加します。 

 

【音楽科】 

♪作曲コンクール♪ 

「幸せの歩み」優秀賞受賞！  

 平成２９年度横浜市立学校総合文化祭の中学校作曲コン

クール部門「自由創作の部」で３年の小林昇正さんが作曲

した吹奏楽曲 行進曲「幸せの歩み」が優秀賞を受賞しまし

た。 

 

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 

☆日時 ：１月１２日（金）、１９日（金）、２６日（金）＊相談時間は通常、９時～１７時です。 

☆場所 ：田奈中学校 保健室並びのカウンセリングルーム 

☆連絡先：カウンセラー専用直通電話 ０４５（９８１）８４６１ 


