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去年今年(こぞことし) 貫く棒の ごときもの    高浜 虚子 

                 校長 佐塚 保恵 

 「古い年が去り新しい年が始まると、去った年が遠い昔のように感じられることも

あるが、実際には新年のめでたさとは関係なく時間は静かに過ぎていくわけで、一本

の棒のように一続きの時間なのですよ」の意です。それはそうだ！と納得しつつも、

やはり毎年のこの節目は大切に、これまでの時間の流れを糧に、今年も？今年こそ？

さらによい時間が紡げるように気持ちを新たにしたいと思います。年頭のご挨拶には

遅くなりましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

さて、平成２９年度・・創立７０周年の節目の年もいよいよまとめの時期に入りました。３年生にとっては

進路決定に向けての正念場です。自分を信じるに値する努力を続け、不安なのは自分だけではないと良い意味

で開き直り、支援してくださるすべての方に感謝してこの経験にチャレンジできること、また、万全に近い体

調で試験に臨めることを心から願い、応援しています。 

１・２年生の成長も著しい今日この頃です。それでも、先生方や仲間が、よりよい学年集団になるための問

題提起や努力をしてくれています。それを、生徒一人ひとりがいかに自分の事として捉え、自分を成長させ、

発信する側になれるかが問われています。お正月早々「核のボタンは自分の机の上にある」などと一国の指導

者が子どものように言い合ったり、難民と呼ばれる方々を生む紛争が相変わらずあちらこちらの国で起こって

いたり、「ゲーム依存」が病気として認知されたり、麻薬が蔓延したり、小さな子どもが大人の身勝手で尊い

命を失ったりするような世の中を、一刀両断に変えることはできなくても、『おかしいよね。だめだよね。変

えていくにはどうしたらよいかな』と考え、行動に起こせる未来の担い手が増えることが大切だと信じ、私た

ち教職員も、学校教育目標の目指すところの実現にがんばっていこうと思います。 

 ２３日の草津白根山の突然の噴火にも心が痛みますが、阪神淡路大震災から２３年目の１月１７日前後には、

多くの新聞記事やテレビの報道に触れました。起こったことや知ったことへの思いを風化させてはならないと

思っているのに、１月５日の緊急地震速報には、たいしたことなくてよかったとしか思わなかった、本当の恐

怖を知らない自分もいました。危険性は増すばかりです。命の代償として残された教訓を、私たちは大事にし

なくてはなりません。家族内での備蓄品や約束事の確認を、生徒と一緒に是非よろしくお願いいたします。 

学校が始まって２週目、１・２年生にインフルエンザＢ型の波が押し寄せました。学級閉鎖等の手立てをと

るにあたり、ご家庭にもご協力いただきました。ありがとうございました。今週も新たな罹患者がおり、今し

ばらく注意が必要だと思われます。うがい・手洗い・まめな（１時間に１回くらい）水分（水やお茶）補給・

マスク着用などで、対抗してまいりましょう。２２日には大雪となりました。朝も暗い内から、生徒の安全の

ために雪かきをしてくれた職員がいました。生徒たちもきっとご家庭周りの雪かきに精を出していたことでし

ょう。美しく楽しく、でもとても危険な事故につながる厄介者にもなる雪です。雪合戦も当事者には楽しくて

も、たまたま通りがかった方には・・周囲に気配りを忘れない人でいたいものですね。 

     

 

 

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】  

（４） 学力を身につける生徒を育てま

す。            【知】 

（５） 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】 

（６） 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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  ＜緑区個別支援学級作品展＞ 

緑区中学校合同作品展について 

２年 渡邉 鳳雅 

１月１９日に緑区の作品展に行きました。僕は作品展に切り絵とクロスステッチを展

示しました。 

切り絵は「ＢＡＲ」の絵を作りました。細かいボトルが多く、切るのが大変でした。

色付けも大変でした。ですが完成すると綺麗に出来ていたので良かったです。 

クロスステッチはアメリカとオーストラリア国旗をぬいました。二つとも色が複雑な

のでぬうのが大変でした。他の学校の作ったものですごか

ったのは、霧が丘学園の「マリリン・モンロー」です。木

を一つ一つ貼り付けていて、すごかったです。 

 作品展で学んだことはどんなことでもていねいにやることが大事だと分かりました。

これからも作品作りや勉強など一つ一つ丁寧にやっていきたいです。 

 

 

＜２年生百人一首大会＞1月１２日 

  年明け間もない１２日（金）体育館で２年百人一首

大会が開かれました。今年は、春から全クラスで五色百

人一首を使った練習を行ってきました。その効果もあっ

てか、昨年と比較しても札を取るスピードが速くなって

いることに驚かされました。それを特に実感したのは２回戦です。百人一首大会

は、各クラス２～３人のチームを１２チーム作り、源平合戦の方式で戦います。

読み札は９５首まで読みます。残り５枚となるとたいていの場合、勝敗はついています。ところが今

回の２回戦は、９５首を読み終えた時点で「まだ、勝負のついていないところは？」と尋ねると、１

０チーム以上の手が挙がりました。それくらい接戦だったということです。集中した真剣な表情、身

を乗り出して札を取る姿、札を取った後にふとこぼれるほほえみ‥。どれも素敵なものです。これを

きっかけにこれからも百人一首、古典に関心を持つ生徒が増えることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、１年生の百人一首大会が、１月３１日（水）に、３年生は卒業期特別時程の中で行われます。また、

２月２６日（月）２８日（水）には、個人戦が行われます。毎年たいへん白熱した戦いが繰り広げられます。 

学年の大会が終わっても、まだまだ百人一首は続きます。 

（結果） 

１位（定家賞）  1 組 19 勝 5 敗 

２位（紫式部賞）7 組 16 勝 7 敗 1 分け 

３位（蝉丸賞）  9 組 15 勝 9 敗 
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長津田地区新年賀詞交換会 
１月８日、長津田地区新年賀詞交換会が本校体育館で開催されました。２００名を超える地域の方々や関係諸

団体の方々が集い、無事に新たな年を迎えられたことを共に喜びました。懇談では職場体験や中学生の地域での

様子などが話題になり、楽しい一時を過ごすことができました。地域の皆様には、本年も田奈中生がさまざまな

場面でお世話になりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。（バドミントン部、バスケットボール部、野球部

のみなさん、会場設営にご協力ありがとうございました。） 

＜ユニセフ募金 福祉委員会＞ 1月 16日～18日 

 校内のユニセフ募金活動は年に２度行っています。 

前期は７月に、１月の今回は後期の取組でした。朝の登校の時間に 

昇降口で、時には生活委員のあいさつと共に呼びかけました。 

例年３年生はこの時期、委員の思うような募金結果が出ないという 

先輩方の申し送りを受け、教室のポスターでの呼びかけや、当日の 

声のかけ方を工夫しました。より多くの支援が田奈中学校でできる 

よう、引き続き募金活動へのご協力をお願いいたします。 

合計額 ２１，４２０円 でした 

ご協力いただき 

 

 

〈横浜市個別支援学級合同学芸会〉1月 25日 

最後の合同学芸会    3 年 能登 翔 

 1 月 25 日、戸塚センターの中にある戸塚公会堂で合同学芸会が行われま

した。田奈中は「ワールドオーダー」のダンスと「見たこともない景色」の

曲で組体操の演技を発表しました。開会式とプログラム１～７番の司会も担

当しました。 

 練習やリハーサルでは、一生懸命練習しました。ワールドオーダーの練習

では、まず、起きる練習や歩き方、行進、回転、V 字に隊形を変える、V 字

から二列になる、おじぎなどたくさんの動きを練習しました。大変だったこ

とは、組体操の練習で、四人飛行機のときに秀幸君を肩の上までのせるのが、

すごくきつかったです。うれしかったことは、背倒立がうまくできたことと三人サボテンをはやくできたことです。

他にも、サボテンウォールは、僕は上にのり、そして、ピラミッドでは、土台を担当して頑張りました。 

 他の中学校の発表では、中山中学校のハンドベルの演奏に感動しました。 

3 年間の思い出は、1 年生の時に、組体操と「ハードノックデイズ」の曲

でダンスをやりました。うまくできてよかったです。2年生では、組体操

で「人間起こし」をやりました。一番後ろだったけど緊張しました。集団

行動もやって頑張りました。 

 3 年生最後の学芸会は、１、２年生のまとめで、ワールドオーダーのダ

ンスでは、みんな動きがそろっていて、きれいにできました。組体操は、

みんなで力をあわせて技ができて、 

とくに、最後のピラミッドが成功したのでとてもうれしかったです。感動

する演技ができました。みんなで協力することの大切さを学びました。 



1月の活動報告 

【剣道部】  

○相模原市中体連主催寒中剣道大会  

１月８日 相模原市総合体育館 

  男子団体 第９位 

  阿部遼 添野太壱 蔵光健太 

  鈴木敦介 高山凌多 板垣空  

                                                                                      

【女子ソフトテニス部】                                                    

 ○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２６日 三ツ沢公園 

女子団体戦 第３位 

 井上 貴絵 ・長谷川 凛果 ペア 

酒井 凜  ・長濱 莉衣  ペア 

初澤 詩織 ・稲村 碧莉  ペア 

渡邉 陽菜 ・坂﨑 恵   ペア 

１月２０日 県１年生研修大会 

２月１０日 関東近都県１年生研修大会に参加 

○第３０回神奈川県中学１年生ソフトテニス研修大会 

  １月２０日 横浜市立並木中学校 

女子団体戦 ベスト８ 

酒井 凜  ・稲村 碧莉  ペア 

長濱 莉衣 ・長谷川 凛果 ペア 

初澤 詩織 ・坂﨑 恵   ペア 

 

【バドミントン部】 

  ○市大会 女子個人戦 

１月５日～１月６日 横浜国際プール 

ダブルス 後藤未央・深澤春乃 ベスト３２ 

県大会出場権獲得 

 

【卓球部】 

  ○全横浜少年卓球大会出場（男子） 

   １２月 26日 文化体育館 

  ○全横浜少年卓球大会出場（女子） 

   １月５日 神奈川スポーツセンター  

 

【バスケットボール部(女子)】 

○ホワイトカップ 第２位 

  １２月２３日 十日市場中学校 

 ○県大会２回戦進出 

  １月１３日 寒川総合体育館 

 

 

【吹奏楽部】 

○第４１回神奈川県アンサンブルコンテスト 

１２月２３日 藤沢市民会館 

   金賞受賞 

     個人戦の場合参加生徒名 金管八重奏 

小川真聖・田中菜乃葉・澤田夕菜・髙井美羽 

若松紗那・野口七海・平井杏樹・米山京花 

○第４１回神奈川県アンサンブルコンテスト 

  １２月２３日 藤沢市民会館 

   金賞受賞 

１月２８日君津市民文化ホールでおこなわれる 

東関東アンサンブルコンテストへ出場 

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 

○２０１７かながわアンサンブルフェスタ 

１２月２４日 前田ホール 

銀賞受賞 

ヤマハ・ミュージック・ジャパン賞受賞 

  個人戦の場合参加生徒名 クラリネット弦楽十重奏 

福留里咲・深田遥花・上谷弥優・亀井春陽 

川田菜々子・山﨑心暖・小町柚衣 

軽石空莉・宮澤陽奈・平塚和香 

○２０１７ＴＡＭＡアンサンブルフェスタ 

１２月２６日 八王子いちょうホール 

 金賞受賞、審査員特別賞受賞 

 個人戦の場合参加生徒名 打楽器六重奏 

田井里奈・髙橋旺我・原見黎生・佐野日菜 

山本陽菜・奥村 凛 

 

 

 

 

２月の主な行事予定 

○新入生保護者説明会       ９日（金）１５：００~ 

○私立高等学校一般入試・発表    １０日（土）~ 

○公立高等学校共通選抜試験      １４日（水）~ 

○１・２年生学年末試験    １４日（水）~１６日（金） 

○学校懇話会                    １９日（月） 

○１・２年生横浜市学力学習状況調査 

２２日（木）~２３日（金） 

○３年生校外学習        ２２日（木） 

○公立高等学校共通選抜合格発表        ２７日（火） 

 

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 ：2 月 9 日（金）、１6 日（金）、２3 日（金） 

☆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 
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http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1484962182/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHBvcC5jb20vaW1nX2lsbHVzdC9zcG9ydC90ZW5uaXNfYTE1LnBuZw--/RS=^ADBL3ZYs0fpMZUHmf3BBh0h7VCcNsU-;_ylt=A2RCD04FaIFY2BEAUzuU3uV7
http://illpop.com/png_sportshtm/martial_a15.htm

