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生徒たちの頑張り、大人の心構え 

 

 あじさいの花が色づき始めました。奈良･平安時代当たりは、花色を変えるあじ

さいは少し怖く妖しい花としてあまり人気がなかったという説もあります。私は、

これからのどんよりした曇りや雨の日にも目を楽しませてくれるので大好きです。

皆様はいかがでしょうか。 

 ５月、各学年の校外行事が行われました。１１日、１年生の横須賀ソレイユの丘

での校外学習を皮切りに、１６日からは３年生が奈良･京都･大阪方面に修学旅行に、

１日遅れの１７日からは２年生が長野県白樺湖での自然教室に。それぞれの行事で、生徒たちの笑顔、真剣なまな

ざし、協力する姿、もりもり食べる頼もしさ、疲労のにじんだ表情をはじめ、いろいろな姿に出会うことができま

した。また、生徒たちは、それぞれの土地の人々や文化に触れることができました。課題も見つかり、これからそ

の克服とさらなる成長を目指して、きっとがんばってくれることでしょう。楽しみです。 

 ２ヶ月がたち、学校にはご意見を寄せてくださる保護者や、地域の方に恵まれ、生徒のことを考えてくださって

いることに、本当に感謝でいっぱいです。今回は、ご一緒に考えたい２つのことをご紹介します。 

① ４月１４日の土曜参観のことです。本当にたくさんの方においでいただきうれしかったのですが・・複数の保護

者の方から（生徒たちからも）ご指摘をいただきました。授業参観なので、生徒たちはがんばって授業に取り組

んでいます。でも時間がたつにつれ、教室よりも廊下にいらっしゃる保護者の方が増え、お話に花が咲き、時に

生徒たちが「先生の声が聞こえづらい！」と感じるほどに。そして、そのことに気づいている教職員も、何とな

くお声をかけられず・・。これは、生徒たちに言い訳ができません。次の授業参観の折には、大人ががんばりま

しょう。生徒も教職員も「子どもたちのこんな取組や反応がすてき」とか「先生の授業のこんなところがよかっ

た」などと言っていただけたら励みになりますし、反対のご意見は改善の努力につなげられますから！ 

② ハマ弁のこと、昼食時間が１５分であること。現在ハマ弁は１日平均２５食前後、業者弁当も２０食程度利用さ

れています。当日頼めたり急なキャンセルがきいたりすれば、ハマ弁の使い勝手もよくなるのは明らかですが、

生徒用は値下げもされた現在の状況では、すぐには難しいと思われます。でも、導入直後に比べますと、工夫さ

れおいしくなっています。ご飯と汁物が温かく食べられ、おかずも何とかできるよう努力しているとのこと、よ

ろしければ、ご家庭の負担軽減のためにも、週に１・２回からのご利用をためしていただけたらと思います。今

年度から、３校時終了から昼食開始までの時間を５分延長して１０分にしました。お弁当を受け取って教室に戻

り、食事時間をちゃんと１５分確保するためです。１５分では食べきれないこともあるかと思いますが、嫌な思

いをせず、お昼休みも食事を続けられる環境作りは心していきたいと思います。冬場になると、６時間授業が終

わってからの委員会活動や部活動の時間が本当に短くなってしまうので、昼食時間の延長はなかなか難しいので

すが、おうちの方が作ってくださったお弁当、ハマ弁、業者弁当を食べられることに感謝する気持ちを育めるよ

う、私たちもがんばりたいと思います。 

さて、６月も７日・８日には、１年生にとって中学校生活初めての、２・３年生にとっては進路も意識する定

期テストが行われ、１９日には感動必至の体育祭が開催されます。ご家庭で温かく支えていただき、応援してい

ただけることが、生徒の力になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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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】  

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tana/
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３学年 修学旅行 ～ 歴史に触れてマジ卍 目指せ REDな修学旅行 ～ 

                                 修学旅行実行委員長 川野 みおり 

修学旅行の楽しかった３日間は、あっという間に終わってしまいました。ですが、その３日間はとても充実してい

て、たくさんの思い出ができました。 

 １日目は、班で奈良公園をまわりました。自然が豊かで、天気も良かったので、鹿とたわむれ、のんびりと見学

することができました。また、観世会館での能楽体験講座では、能の歴史や風習について詳しく知ることができま

した。２日目の班別行動は、自分たちだけで１日中行動しました。お寺の見学や食べ歩きなど、事前の計画を元に

行動しました。計画とは違うことも起こりましたが、班で協力し、ハプニングにも冷静に対応することができまし

た。そして最終日のよしもと新喜劇は、お弁当を食べながら見ました。本当に面白くて、周りも気にせず、ずっと

笑っていました。とても楽しかったです。 

 修学旅行では、今までの遠足や自然教室とは違い、自分が判断して行動する場面が多くありました。知らない場

所で不安も多かったですが、自分で考えて行動できたのは、とても良かったと思います。今後の学校生活でも、こ

のように行動できるようにしたいです。 

     

 

 

２学年 自然教室で学んだこと～長野県白樺湖周辺～ 
自然教室実行委員 竹内 悠人・渡邊 謙斗 

２年生のみなさんは自然教室で何を学んだのでしょうか？きっとそれは学年

全員分の、３２０通り以上の答えがあると思います。 

僕は、普段横浜で便利な暮らしができているからこそ、気づくことのできない

「感謝」を学びました。 

 牛の赤ちゃんが飲むはずの牛乳を、私たち人間が飲ま

せてもらっていることや、私たちが生きていくために食

肉になってくれる肉牛がいること、命をわけてもらって

いることに、感謝の気持ちを忘れてはいけないな・・・と思いました。 

 また、オリエンテーリングやクラススタンツでは、仲間と同じ志をもって取り組むことで、やり終えたときに「絆」

が深まり、全員が最大限の力を発揮できたと体感しました。 

 学年目標である「FLOWERS」を達成するには、どの花の、どの部分も欠

けてはいけないし、１本１本すべての花が大切だと思います。 

 自然教室が終わっても、２年生はまだ始まったばかりです。しかし、今回の

自然教室を体験したことで、何段階かのランクアップができたと思います。こ

れからも、本気で努力できることを見つけて、僕は自分らしい「flower」を咲

かせていきたいと思いました。その集大成が、僕たちのめざす「FLOWERS」

になると思います。みんなで、力を合わせて、「感謝」と「絆」を忘れず、仲間を思いやり、すごしていきましょう。 

〈事務室からのお知らせ〉 

平成 29 年度学校配当予算決算報告書および、平成 30 年度学校配当予算執行計画書を、本日

配布いたしましたので、ご確認ください。 



１学年 校外学習～ソレイユの丘 
校外学習実行委員長 1 年７組 新田 珠邑 

５月１１日（金）、絶好の行楽日和のもと、１学年の校外学習が行われました。行き先は、長井海の手 

公園ソレイユの丘。菜の花など春を感じる草花や、相模湾越しに富士山が見えるなど、自然を満喫しなが 

らの校外学習となりました。スローガンは、「仲を深め、けじめをつけてルールを守り、楽しく行こう 

ソレイユの丘」です。活動を通じて、新しく出会った仲間と仲を深めることが大きな目的です。初めて行 

く校外学習で、緊張をしていた人もいたと思います。しかし、飯盒炊さんの調理や片づけ、ウォークラ 

リーのクイズ、班や列対抗で行ったバスレクなど、さまざまな場面で協力して活動し、仲を深めることが 

できした。 

  また、これからの課題も見つけることができました。それは、周りをよく見ることです。つい自分のこ 

 に集中してしまいがちですが、周りを見て行動することで、より多くの仲間と仲を深め、さらに団結した 

  学年になると思ったからです。見つけた課題をこれからの行事で意識しながら行動し、学年目標である 

「全緑前進」をしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

           

今年の意気込み～各部活動 部長の皆さんからコメントをいただきました～ 

陸上競技部：一人でも多くの部員が関東・全国に出場することと、区・市・ 

県大会での男女総合優勝目指して頑張ります。                
男子部長 鯉渕 貴成  女子部長 竹内 こころ 

サッカー部： サッカー部は県大会出場を目標としています。克服すべき課題
は多いですが、日々努力していきたいと思います。 

                        部長 安達 脩太  
野球部：みんなで声を出し、全員全力野球をモットーに、大会で一試合でも 

多く勝てるように、日々練習に取り組んでいます。                               
部長 禰津 太一  

男子ソフトテニス部：僕たち男子ソフトテニス部は、声を出し活気あふれる 
練習を心掛け、大会で成績を残せる部活にしたいと思 
っています。                  

部長 山岸 奎太 
女子ソフトテニス部：今年は、絶対関東大会に出ます。テニス部全員で一つとなり、プレーや応援で、最高の夏 

を作り上げます。                       部長 佐々木 恵生 
男子バスケットボール部：残り少ない大会で、今まで練習してきたことを発揮し、全力でプレーをして１つでも 

多く勝てるように頑張ります。               部長 尾形 和樹 
女子バスケットボール部：私たちは県大会出場、県ベスト 16を目標にしています。この目標を達成するために、 
            チーム全員で高め合い頑張っていきます。          部長 五十嵐 杏子 
男子バレーボール部：男子バレーボール部では、県で８番になるという目標に向けてチーム全体で頑張っています。 

                               部長 生井 悠斗 
女子バレーボール部：夏の大会で悔いの残らないよう日々の練習を大切に切磋琢磨しながら最後まで諦めず女 

バレらしいプレーをしたいです。               部長 及川 萌々香 
バドミントン部 男子：県大会出場し上位に入ることが目標です。そのためにトレーニングをマジメに取り組 

んでいます。                        部長 松本 大生 
女子：ダブルスもシングルスもそろって県大会に出ることです。なので、トレーニングでフット

ワークの強化を徹底します。                 部長 小倉 このは 
卓球部：部員一人ひとりが目標を持ち、自分のプレーを試合で発揮できるようにしたいと思います。      
                                                                    部長 塗師谷 周  
剣道部：まずは、１人ひとりの強化。そして、今までの成果を全て出し、男女とも県ベスト８めざして頑張ります。 

                              部長 蔵光 健太・佐々木 涼葉 
美術部：部員全員が目標を持ち、それを達成できるように取り組んでいきたいです。また、楽しく協力して          

活動していきます。                            部長 永吉 華奈子 
合唱部：部員の気持ちを１つに、夏の NHKコンクール予選突破を目指して全力で日々の練習に取り組みたいと      



●スクールカウンセラー 

６月のカウンセリングの予定 

・６月 ９日(金)  ９時～１７時 

・  １６日(金)  ９時～１７時 

・  ２３日(金)  ９時～１７時 

・  ３０日(金)  ９時～１７時 

 

思います。                                部長 奥田 琉 
科学部：これからもいろいろな実験に挑戦して、楽しくやっていきたいです。最上級生として後輩をひっぱって 

いきたいです。                              部長 岡 彩美 
将棋部：今年は部員が倍以上に増え、活気づいています。毎回のように対戦が出来るので夏の大会では１位 
    リーグに進みたいです。                          部長 伊藤 勇斗 
英語部：英語力アップに繋がるような活動をする。コミュニケーション力を高めることを目標に仲間と協力 

していきたいです。                             部長 佐々木 未来 
吹奏楽部：すべての行動を全力で取り組み、聴いてくださっている方々に感謝の気持ちを伝えられるように 
     頑張ります！                              部長 野口 七海 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆６月のおもな予定☆ 

１日（金）専門委員会 

2 日（土）開港記念日 

５日（火）学習相談 

７日（木）・８日（金）前期中間テスト 

８日（金）学家地連総会（道場） 

１１日（月）中央委員会 

１９日（火）体育祭  

  

カウンセラー専用直通電話 

０４５（９８１）８４６１ 

前期中間試験 

―６月７日・８日― 

 6 月に入ると中間試験があります。各

学年で配布される試験範囲表を確認し、

計画的に準備して臨みましょう。 

 なお、６月５日に、試験を行う全教科

で、学習相談日が設けられます。初めて

試験を受ける１年生の皆さんや、試験勉

強のやり方などに質問がある生徒さんは

是非利用してください。 

 ご家庭でもお子様にお声かけをお願い

します。 

平成３０年４月・５月 部活動 活動報告 

[陸上競技部] 

第５３回 神奈川県中学校陸上競技選手権大会 

４月２８日・２９日 三ツ沢公園陸上競技場 

男子 棒高跳び 優勝 記録【4ｍ00】 

    麻野 大成 （3 年） 

女子 800ｍ ６位 記録【2’21”88】 

    倉地 礼菜 （2 年） 

  1500ｍ  ６位 記録【4’50”33】 

    吉原 芙美奈（3 年） 

[男子ソフトテニス部] 

神奈川県中学校総合体育大会ソフトテニス競技の部 

         緑区予選会 ４月３０日 田奈中学校 

 第５位： 室谷 征吾 ・ 生野 智也ペア 

 第５位： 竹中 大和 ・ 須田 堅 ペア 

[女子ソフトテニス部] 

神奈川県中学校総合体育大会ソフトテニス競技の部 

       緑区予選会 ４月２９日 十日市場中学校 

 優 勝：鍵和田 彩海 ・ 中村 凛音  ペア 

準優勝： 井上 貴絵 ・ 佐々木 恵生 ペア 

第５位： 岡田 瑞季 ・ 長濱 莉衣  ペア 

[剣道部] 

第１回横浜市中学校剣道強化リーグ 

            ４月２８日 神奈川県立武道館 

 男子団体 ランキング１位 

  蔵光健太 添野太壱 阿部遼 板垣空 高山凌多 

神奈川県剣道昇段審査  ４月２９日 神奈川県立武道館 

 初段昇段：光山爽音 臼井涼介 小野竜之介 小泉優来 

      増田大我 山口遙仁 霞流華恋 岡本ありさ 

      橋本怜  濵口来  椎野愛実 

 弐段昇段：板垣空 副島康佑 鈴木敦介 蔵光健太 

      畠山航 阿部遼  高山凌多 山口拓志 

剣道七段審査会（京都） 4 月 30 日 京都市体育館 

七段昇段：鈴木裕幸（顧問） 

        


