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がんばった！！燃えた６月！！ 
                             校長 佐塚 保恵 

６月はまず、前期中間テストが７・８日に行われました。１年生は緊張したこ

とでしょう。３学年とも、生徒はもちろん保護者様も結果が気になったと思いま

すが、大切な事は、生徒自身が自分の準備はどうだったかな、テストになると

自分はどんな感じだったかなと振り返り、がんばれたことは自分をほめ、課題

があれば次に活かすことだと思います。テストだけで成績がつくわけではありま

せんから、学習に向かう気持ちや日々の取組姿勢など、自分次第で輝けることを見つけてほしいですね。 

そしていよいよ体育祭！！ 天気が心配されましたが、ふだんの心がけの良さが実り、まさに梅雨の晴れ

間！！ １９日は、『 田奈中革命！刻め、青春の１ページ 』のスローガンがまさに体現された素晴らしい１日に

なりました。そのために黙々と係の仕事をこなしてくれた生徒の皆さん、炎天下座ることもできない応援席でずっ

と声援を送り続けてくださったご家族の皆様、裏方の仕事を担ってくださったＰＴＡ本部並びに各委員会の皆様、

本当にありがとうございました。 

プログラムは、力強い実行委員長のことばと、さわやかな選手宣誓、田奈中名物聖火ランナーによる点火（花

火）に始まり、青・赤･白各応援団のパフォーマンスも、それに応える生徒席の一体となった盛り上がりも、本当に

見事でした。個人種目での一人一人の輝き（一生懸命な姿は、順位にかかわらず人の心を揺さぶります。）、学

年種目での熱戦には、見ている側も手に汗を握り、感じられる連帯感に感動しました。大玉送りも、これは青組の

スピード感に、びっくりしました。中学校ならではの部活動リレーも、盛り上がりました。そして３年生女子のしなや

かで美しい『ダンス響』 男子の力強く美しい『組体操』は、圧巻の出来映えでした。男子の気合いを入れた「うお

ーす」が、校舎に反響してこだまのように聞こえたこと、女子のクラスごとに創作されたダンスの部分も、忘れられ

ないものになりました。３年生の『騎馬戦』を含め、各学年種目も、生徒の頑張りと、事故回避のための職員の支

えや気配りがあって初めて成立します。手前味噌になりますが、田奈中の生徒たち、教職員に心から感謝したい

と思います。 

 さて、６月８日（金）には、「学校懇話会」と「田奈中学区 学校・家庭・地域連携事業実行委員会総会」（以下、

学家地連と省略します）が行われました。ご参加の皆様、ありがとうございました。 

学家地連は、「田奈中学校区内の学校、家庭及び地域が連携し、児童・生徒をはじめとする青少年の問題

行動等の防止及び健全育成を図るため、事業を実施」します。学家地連が制定された昭和５８年は、暴力行為

や薬物乱用などの青少年の問題行為が大きな社会問題となっていました。そこで横浜市教育委員会は、学校

と保護者だけでなく地域も共に、青少年の問題行動等の防止と健全育成に取り組む組織「学家地連」を各中学

校区に制定しました。１１月４日（日）に本校を会場として行われる「ふれあいの集い」は、学家地連事業の中の

大きな柱です。今年度から地域の皆様に授業公開をすることを含め、現在、内容を検討中ですが、多くの方々

にご協力をいただき運営されていくことには変わりありません。今後も本事業の趣旨をご理解の上、児童・生徒の

健全育成にご協力いただけると幸いです。 
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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】  
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よこはまこども国際平和スピーチコンテスト 
               ６月２５日（月）十日市場中学校で「よこはまこども国際平和スピーチコン

テスト」の緑区中学校審査会が開かれました。本校からは３年２組の飯島すみ

れさんが、学校を代表して参加しました。 

飯島さんは、『SDGｓ』の活動についての講演を聴いたことをきっかけに、

「世界の子どもたちが希望を持ち、生きがいを感じられる世界を実現するため

に、今、自分にできることは何か。」ということを考え、「明日への希望」とい

うタイトルで、意見の発表を行いました。 

 

Ｈ３０年度 体育祭を終えて！体育祭実行委員より  
 

１年生代表 一ノ瀬 悠人 さん 

 僕は、何もかも初めてのスタートでした。それに、ほとんど知らない仲間や先輩と協力してやって

いかなければならないと思うと、不安でいっぱいでした。当日までの準備で、仲間と仲良くなること

はできましたが、何度も先生の言うことを聞きそびれて、聞きにいったり、失敗ばかりの日々でした。

そして、体育祭当日、快晴という素晴らしい天気に恵まれました。本番で、一番心に残ったことは、

お昼ごはんの時です。スポーツドリンクが配給され、教室で「乾杯！！」とみんなで乾杯をしたとき、

４月からたったの２ヵ月ですが、クラスのみんなの強い絆を感じとることができました。その後、体

育祭総合結果発表で、見事、自分の所属する赤組が１位をとれました。自分から勝ち取ることができ

た賞状には、赤組、いや全校みんなの努力がぎっしりとつまっているようでした。これを手にしたと

き、大きな達成感と喜びがあり、本当に体育祭実行委員をやってよかったと感じ、心も空も、雲一つ

ないすっきりとした快晴でした！！！ 

 

２年生代表 倉地 礼菜 さん 

 体育祭が終わってしまいました。私はまだ、実感できていません。今回の体育祭のスローガンは「田

奈中革命 ～刻め青春の１ページ～」でした。体育祭が終わった時、忘れられない思い出をそれぞれの

心に刻むことができたのではないでしょうか。熱く盛り上がれたから、余韻が残り、本当に体育祭は

終わったのかと考えてしまうのだと思います。このような体育祭を創りあげるために、本番の日まで

たくさんの準備をしました。学年練習では、１年生の時とは違い、先生に代わって学年みんなに指示

を出しました。初めてやることで皆の前に立ったらとても緊張して、こんなに前に立つ人は大変なん

だと知ることができました。でも、自分の指示でみんなが動いてくれた時はとてもうれしかったし、

みんなの協力に感謝しかありませんでした。来年の体育祭では、私達２年生が学校のみんなを引っ張

る番です。今回の反省と黄学年ならではの協力を活かし、必ず、今年を上回るものを創り上げます。 

 

３年生代表 鯉渕 貴成 さん 

  今年は、中学校生活最後の体育祭で委員長をやらせてもらいました。今年は、昨年と比べて変わ

ったところがとても多くありました。学年種目なども１から考えて決めたもので、最初は体育祭を成

功させられるかとても心配でした。しかし、多くの人の支えもあり、無事に体育祭を成功させること

ができて本当によかったです。体育祭当日はみんなが予行の時よりも集中していて、テキパキと行動

をしてくれてうれしかったです。騎馬戦では、自分たちで考えて決めたルールで行い、すごく楽しく

熱い戦いができたと思います。響・組体操では、今まで練習してきた成果を発揮した完璧とも言える

演技が出来ました。また、どの色もみんなで応援を全力でやっていて、練習していた時とは比べもの

にならないくらい声が出ていてすごいなと思いました。 

今の１・２年生には、今回の体育祭で学んだ事を活かして、来年は、今年以上の体育祭を創り上げ

てほしいです。 
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高校見学会  
 

今年もＰＴＡ活動の一環として高校見学会を

実施いたしました。 

６月２６日（火） 

元石川・港北・日本大学 

６月２７日（水） 

横浜創英・荏田・川和 

進路の参考になれば幸いです。多数の申し込

みをいただき、ありがとうございました。 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈お知らせとお願い〉 
 

・このたび１年間の学校・地域コーディネーター養成

研修を終え、飯島幹人様が正式に本校のコーディネー

ターに就任してくださいました。学校の架け橋として

ご活躍いただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

・大阪地震をうけ、通学路の安全点検を行うように指

示が出ております。学区内、通学路に危険な場所はな

いでしょうか。生徒の安全を守るという視点でご確認

いただき、お気づきの点がございましたら、是非学校

におしらせください。 



●７月のカウンセリングの予定● 
・７月 ６日(金)  ９時～１１時 

・  １３日(金)  ９時～１６時 

・  ２０日(金)  なし 

・   ２７日(金)    ９時～１６時 
 

カウンセラー専用直通電話 

電話０４５（９８１）８４６１ 

 

 

 

平成３０年６月 部活動 活動報告 

【陸上競技部】 
第 64 回 全日本中学校通信陸上競技大会 横浜地区大会 

6 月 2 日（土）3 日（日） 会場：三ツ沢公園陸上競技場 

＜男子の部＞ 

８００ｍ 山本 翔太② 2.05.92  ２位 

８００ｍ 渡部 雄太③ 2.07.13  ４位 

８００ｍ 竹内 悠人② 2.08.37 １５位 

１５００ｍ 渡部 雄太③ 4.17.18  ３位 

１５００ｍ 赤平  翔③ 4.20.74  ８位 

１５００ｍ 山本 翔太② 4.25.16 １６位 

３０００ｍ 井上詠祐大③ 9.25.60  ８位 

１年４×１００ｍ 52.84 ９位 

 （遠藤・三堀・作野・福田） 

走高跳 山田 脩人③ 1.71  ９位 

走高跳  原 貴敏③ 1.65 １６位 

走幅跳 鯉渕 貴成③ 6.12  ７位 

走幅跳 倉崎  涼③ 5.66 １４位 

棒高跳 麻野 大成③ 3.80  2 位 

棒高跳 辻田  悠② 2.40  ９位 

四種競技 山田 脩人③ 2269 点 ３位 

四種競技 田部井 元③ 2213 点 ６位 

 

＜女子の部＞ 

2 年１００ｍ 一條 凛奈② 13.22  5 位 

3 年１００ｍ 野呂  楓③ 13.06  9 位 

  ２００ｍ 野呂  楓③ 27.11  13 位 

1 年８００ｍ 古田島 彩① 2.32.18  １位 

  ８００ｍ 吉原芙美奈③ 2.24.25 15 位 

  ８００ｍ 倉地 礼菜② 2.25.43 17 位 

 １５００ｍ 吉原芙美奈③ 4.48.76  7 位 

 １５００ｍ 倉地 礼菜② 4.53.01 10 位 

   走高跳 竹内こころ③ 1.45  5 位 

 1 年走幅跳 木村 日南① 4.40  3 位 

   砲丸投 髙橋 華帆③ 10.53 6 位 

男女総合 優勝（3年ぶり 16 回目） 
男子総合 ２位 女子総合 ６位 

 

【男子バレーボール部】 
中学校バレーボール選手権大会 横浜地区予選 ベスト８ 

6 月９日（土） 会場：横浜市立早淵中学校 

 

【剣道部】 
緑区中学校剣道大会  6 月 10 日（日） 

会場：神奈川大学附属中・高等学校 

＜男子個人＞ 優勝 阿部 遼 

      準優勝 蔵光 健太 

       三位 高山 凌多，添野 太壱 

＜女子個人＞ 三位 霞流 華恋 

＜男子団体＞ 準優勝 

 （高山・板垣・阿部・添野・蔵光・畠山・副島） 

＜女子団体＞ 三位 

 （椎野・瀬尾・渡邊・田代・小川・佐々木） 

緑区区民剣道大会  6 月 17 日（日） 

会場：緑スポーツセンター 

＜女子団体＞ 優勝（小川・田代・佐々木） 

＜男子団体＞ 二位（高山・添野・蔵光） 

       三位（板垣・鈴木・副島） 

       四位（後藤・山口・畠山） 

＜中学２・３年女子＞ 三位 田代 悠陽 

＜中学１年女子＞ 三位 高山 夏凪 

         四位 中里 凜乙 

 

＜中学３年男子＞ 優勝 阿部 遼 

         二位 添野 太壱 

         三位 蔵光 健太 

         四位 高山 凌多 

＜中学２年男子＞ 三位 臼井 涼介 

＜中学１年男子＞ 優勝 林 祐多横浜第 4 ブロック剣道大

会  6 月 24 日（日） 

会場：横浜市立田奈中学校 

＜男子団体＞ 三位（市総体出場） 

 （蔵光・添野・阿部・板垣・高山・副島・鈴木） 

＜女子団体＞ 五位（市総体出場） 

 （佐々木・渡邊・椎野・田代・小川・霞流・車谷） 

＜男子個人＞ 五位 蔵光 健太，阿部 遼（市総体出場） 

＜女子個人＞ 三位 田代 悠陽（市総体出場） 
 

【バスケットボール部】 
横浜市中学校バスケットボール選手権大会 Bブロック 

４月 28 日（土） 会場：横浜市立田奈中学校 

＜女子＞ 優勝  ＜男子＞ 第３位 

 

緑区中学校春季バスケットボール大会  

6 月 25 日（日） 会場：神奈川大学附属中・高等学校 

＜女子＞ 優勝  ＜男子＞ 第３位 

  保護者面談  
７月１０日（火）～１３日（金） 

 

夏休みを前に保護者面談を行います。 

お子様の学校での様子や学習面・夏休みの生活

等について、短い時間ですがお子様の成長のた

めに有意義な時間がもてたらと思います。お忙

しいとは存じますが、よろしくお願いいたしま

す。 

 面談日時は、クラス担任より後日お知らせい

たします。 

 

※上履き・ネームカードをご持参ください。ま

た、お車、自転車での来校はご遠慮ください。 
 

☆７月のおもな予定☆ 
 ２日（月）専門委員会 

 ４日（水）中央委員会 

６日（金）地区懇談会 

１０日（火）～１３日（金）保護者面談 

１９日（木）大掃除  

２１日（土）夏季休業開始 
 


