
 

発行日：令和 ４年 ８月２９日 

第５号 

横浜市立富岡東中学校 

学校だより 

夏休みに思うこと 
1学年主任 阿部 由実 

 夏休みの始まりにみなさんは何を思ったでしょうか。連絡票を渡され

て、「もっと勉強がんばらないといけないな。」と思った人は多いで

しょう。「思い切り部活をがんばるぞ。」「普段はゆっくり遊べない友

達と遊びたい。」いろいろ思っていたのではないでしょうか。そして、

夏休みの終わりにみなさんは何を思ったでしょうか。「計画通りの充実

した夏休みだった。」という人や、「思い切り勉強も部活もがんばれて

有意義に過ごせた。」という人もいる一方、「あっという間に終わって

しまった。」「結局何もできなかった。「また学校が始まる。面倒だ

な。」と思っている人もいるでしょう。 

 私はもうずっと昔から、夏休みには二つのことを感じています。例年

同じ二つのことです。 

一つは「がんばることのすばらしさ」です。部活動でも、勉強でも、

一つのことに真剣に取り組み、がんばっている姿は、輝いていて、周りの人に元気や勇気を与えてくれ

ます。勉強をしている姿は見られませんが、暑い中、部活動をがんばっているみんなの姿から毎年、力

をもらっています。また、テレビの高校野球や、ニュースの中の医療従事者の奮闘する姿などを見て

も、感心すると同時に「自分もがんばろう。」という気持ちになります。みなさんは、自分で自分のが

んばっている姿を見ることはできませんが、周りの人に力を与えているということを覚えておいてくだ

さい。 

 もう一つ、夏休みには、過去の出来事を考えさせられる日があ

ります。８月６日と９日、そして１５日です。すでに７７年が過

ぎていますが、６日と９日は第二次世界大戦中、広島と長崎に原

爆が投下された日、１５日は終戦の日です。もちろん私も直接は

この戦争を体験してはいません。体験した人は高齢となり、多く

の人が亡くなっています。だからこそ、この忘れてはいけない三

日に思いをはせなければいけないと思っています。「今、自分が

生きていることのありがたさ」「恐れることなく日常を送れてい

ることへの感謝」さらには、「好きなことができる幸せ」をつく

づく感じるのです。私たちが平和への思いを強くもつことが、無

念な思いで亡くなっていった方たちにできる大切なことではない

かと思うのです。 

 私は、夏休みには、この二つのことを感じて、気持ちを新たにしています。みなさんはどうでしょう

か。何かをがんばれた人はそれを自信にして、二学期もその調子でいきましょう。そして、後悔を残し

てしまった人は、これから先の日々を大切に、その後悔が生きるように生活してほしいです。誰にとっ

ても一日は同じ一日ですが、どう使うかはその人次第です。平和に過ごせる一日に感謝して、自分が決

めたことにがんばれる日々にしてほしいと思っています。二学期には、文化祭もあります。みなさんか

ら、力をたくさんもらえることを楽しみにしています。 



The Ability to Make People Smile 

 

Tomiokahigashi Junior High School 

Runa Koizumi                                      

 

   I thought I had never impressed people or made people smile and I thought it would be difficult to put 
a smile on people’s faces, but I was wrong. Today, I’ll talk about how I feel while dancing. 

 “I want to take dance lessons”, I said to my mother when I was in the fourth grade because I joined 
the dance club in school and it was fun. My mother found a dance studio and I started to learn how to 
dance when I was in fifth grade. There are many styles of dance. I chose jazz hip hop. 

 At first, I couldn’t dance very well. I couldn't keep up with the other members. I wished I could have 
danced gracefully and I promised myself to do my best. 

 Eleven months later, I got a chance to join a dance recital. I was really looking forward to it. On the 
day of the performance, I was very nervous when I was backstage. I still remember how big the stage 
was, and how amazing the stage lighting effects were! While dancing, I didn’t think about anything, but 
after the performance, I was happy to get a big round of applause and see many smiles. I wanted to get 
better and show my talent to everyone. 

  Next, I performed at the elementary school. I was a little nervous but I wanted to do my best and 
have fun like at a dance recital. When I clapped my hands and stood on the stage, everyone followed. I 
was delighted. After that, my friend smiled and told me that my dancing was so cool. I promised myself 
to dance better. 

  I performed many times on the stage. Many people told me that I was great at dancing. I felt happy, 
energetic and a sense of accomplishment for myself many times.  

 Recently, I realized that if I dance happily with all my energy, I can entertain the audience. I believe 
when people try their best with joy, others around them can feel delighted. So I want to make people 
happy with my dance.  

 How about you? Are you putting your heart into everything you do? I’m sure there is something that 
you can do to make people smile.  

 

 私はダンスを通して全力で楽しく物事に取り組めば、見ている人を楽しませることができると知ることが

できました。あなたは全力で楽しく生活していますか。 

 横浜市と神奈川県では、日頃の学習成果の発表の場として、英語のスピーチコンテストを開催していま

す。本校でも希望生徒を対象にした校内選考会を行って代表生徒を決定しました。 

 ７月２６日に保土ケ谷公会堂で開催された「横浜市中学校生徒英語弁論大会」予選会に、３年生の〇〇○

○さんが参加しました。 

 ７月２８日に保土ケ谷公会堂で開催された「神奈川県中学校生徒英語弁論大会」予選会へは、３年生の 

〇〇○○さんが参加しました。二人ともに日ごろの成果を発揮してくれました。 

〇「横浜市中学校生徒英語弁論大会」 ３年 小泉 琉奈 



A Step Above a Friend 

Tomiokahigashi Junior High School 

                                                        Tatsuki Matsumoto    

 

 If you are dealing with problems, how do you solve them? There may be people that can solve the 
problem alone. But, it’s so difficult and I cannot do some things alone. However, there are people who 
can support me. They are my friends and buddies. 

 Do you know how I distinguish between friends and buddies? I thought friends and buddies were a 
little different throughout my junior high school life. 

 I think friends are the people who are close to us and we can have fun together. On the other hand, 
buddies are the people who have the same goal and try to reach it together and grow as a group. I know 
friends and buddies are both precious but today I’d like to talk about two experiences that impressed 
me through my relationships with my buddies. 

 The first one is in club activities. I’m in the soft tennis club. At first, I wasn’t good at sports and I 
was shy. So, I worried that I couldn’t play well and couldn’t communicate with the other members. Soft 
tennis is played in pairs, therefore, communication is one of the most important things. But I wasn’t able 
to communicate well and I was at a loss. Then my buddies helped me grow up. For example, they encour-
aged me and gave me advice when I made a mistake. Then I also gave them advice and we helped each 
other to improve. At last, we were able to participate in the city tournament. 

 The second one is the school trip. I was the student leader of the trip. We started planning and mak-
ing rules when I was in the second grade. We did our best to prepare because we had the goal to make 
the school trip safe and full of good memories for everyone. 

 But it didn’t go well. It started on the second day of the school trip. There was a rule that students 
had to be in their own room at the hotel. On the first day, I found some students breaking the rule and 
they went to other students’ rooms. I said casually, “Oh, go back to your own room.” But the next day, 
more and more people broke the rule. Then I raised my voice, “Go back and stay in your room. Follow the 
rule!” But they didn’t listen to me and some students complained that I didn’t tell them strongly yester-
day. They said I was being unfair. Then I lost my words and couldn’t deal with the problem. I felt so 
much regret. Soon after, a teacher came and explained to the students and helped them understand 
that we planned the rules last year. We wanted to keep the students safe. Then they understood and 
started paying attention to each other. In the end, some students came to me and apologized. And eve-
ryone followed the rules to reach our goal. We had a safe and wonderful school trip. We finally became 
buddies.           

 These are small situations but these two experiences changed me and made me who I am. Even when 
I’m in trouble, thanks to my buddies, I can overcome anything. 

 Lastly, I’d like to tell you if you have a problem and it seems difficult to solve, talk to your buddies. If 
you don’t have a buddy, I challenge you to make friends first, and deepen your relationship to become 
buddies. I think they will have a big impact on your life. 

〇「神奈川県中学校生徒英語弁論大会」 ３年 松本 樹希 



◎野球部  

・市総体 １回戦 2対3 神奈川                                                                                                                             

◎サッカー部 

・市総体 １回戦 21対0 深谷 ２回戦 3対2 菅田 

  ３回戦 2対1 舞岡 ４回戦 0対0 本郷（＊PK6-5） 

  ５回戦 2対1 荏田南  （※県大会出場決定） 

   0対8 大綱   (※市ベスト１６・市大会５位） 

・県総体 １回戦 2対7 藤沢第一 

◎ソフトテニス部 

・市総体 男子団体【平野③松本③浜村③鹿島③小林②石田②】 

  １回戦 2対1 青葉台 ２回戦 2対1 汲沢 

  ３回戦 1対2 今宿（※ベスト３２） 

  女子団体【嶋山③秋山③齋藤③早坂③須々木②濱田②】 

  １回戦 3対0 小山台 ２回戦 2対1 名瀬 

   【嶋山③齋藤③須々木②濱田②小原②北島②】 

  ３回戦 1対2 旭北（※ベスト３２） 

   Ａペア  １回戦 4対3 南戸塚 

   Ａペア  ２回戦 2対4 小山台 

   Ｂア  １回戦 3対4 青葉台 

   Ｃペア  １回戦 3対4 田奈 

  Ｄペア  ベスト８  

   Ｅペア  ベスト８ 

◎バスケットボール部 市総体南部ブロック大会 

・男子 １回戦 43対64 並木 

・女子 ２回戦 34対28 南高付属、３回戦 59対57 戸塚 

  準々決勝 44対77 大正  

◎女子バレーボール部 

・市総体 １回戦 1対2 笹下 

◎新体操部  

・市総体 団体・ボール【臺野③小島②清水②平野②加賀美①服部①】   第９位 

・県総体 団体・ボール【臺野③小島②清水②平野②浅川②加賀美①根本①服部①】 第１０位 

◎剣道部 横浜市第三ブロック大会 

  ・男子団体【前田①宮坂②今泉②山崎②前田③】 

  リーグ戦 対 関東学院六浦 ○負、対 本宿 ○負  

  ・女子団体【下村①近内①長峰①木村①】 

  リーグ戦 対 万騎が原 ○負、対 富岡 ○負、対 汐見台 ○負  

  ・  ３年男子 1回戦 対 小田 ○負  

   ３年男子 2回戦 対 鶴ヶ峯 ○負  

   １年男子 1回戦 対 希望ヶ丘 ○負  

   ２年男子 1回戦 対 万騎が原 ○負  

  ・  １年女子 1回戦 対 富岡 ○負  

   １年女子 1回戦 対 六浦 ○負  

   １年女子 1回戦 対 旭北 ○負  

◎吹奏楽部 

 横浜吹奏楽コンクール中学校の部Ｂ部門  金賞 

祝 市大会 第５位 
 サッカー部 

市大会ベスト１６ 

県大会出場！ 

祝 県大会出場！ 
新体操部 


