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スタートの１ヶ月を振り返って
～図書室が連日大盛況～
すがすがしい風が、青葉を揺らす季節となりました。新年度が始まり約1カ月が過ぎ
ましたが、生徒たちの様子を見ていますと、とても穏やかな落ち着いた良いスタートを
切ることができたのではないかと感じています。1年生も徐々に新しい環境に慣れ、生活
のリズムもつかめてきているようです。部活動も仮入部から本入部となり、本格的な活動
が始まりました。
今年度に入り目にする一つの変化として、図書室の利用者の増加があります。昨年度から増加傾
向にあったのですが、新入生を迎えてさらに利用者が増え、図書室が連日大盛況の状態となってい
ます。２年前に全ての蔵書を電算化してコンピュータ登録し、昨年度から常駐して
いただいている学校司書の野尻さんと担当の職員、そして図書委員の皆さんの力で
図書室がとても使いやすく魅力的な場所になっています。
廊下の展示コーナーには「時の記念日」「七夕」「直木賞」などその時々に合わ
せたタイムリーな特集で本が展示されており、図書委員がお勧めする本の紹介も壁
に掲示してあります。ＧＷ前の５月２日には連休中に本を読もうと７０名ほどの来
室者があり、貸し出しを希望する人がカウンターに行列になっていました。
４月の朝会では４月２３日の子ども読書の日に合わせて、野尻さんより読書についての話があり
ました。内容を抜粋して紹介致します。
****************************************************************************************
学校図書館にはたくさんの本が有ります。何冊くらいあると思いますか? １冊１冊蔵書点検をし
たのですが、10,280冊あります。
たくさんの本に囲まれていると、例えばどこかに行きたいなと思ったら、旅行記の書架に、「死
ぬまでに行きたい!世界の絶景」という本が有りました。絶景への行き方、おすすめの季節、旅の注
意点などが書かれています。その中で私が特に気になったのがギリシャのナヴァイオビーチです。
地中海に浮かぶ島にあるビーチで、ジブリの映画「紅の豚」の舞台になったとも言われています。
ここに行ってみたいな! でもギリシャって、正確にはどの辺にあるのかな、と思い今度は地理の本
のコーナーヘ、「地理シリーズヨーロッパ州」の本に、詳しく載っています。
場所はわかったけれど、ギリシャって歴史はどうなっているんだろう。今度は歴史
の本を探します。「古代ギリシア入門」という本に詳しく載っています。では、言葉
は？ということで、こんどは言語の書架に行くと、ありました。「ギリシャの文字
と言葉」という本です。日本語のおはよう、こんにちは、こんばんは、さようなら、
おやすみなさい、かんぱい、のすべてに「ヤス」を使う事が出来る、と書いてあります。知りたい
ときに知りたいことが分かって、図書館はなんて素敵な所なんだろうと思います。
～さらに、本が大好きな辻村深月さんという作家が書いた「図書室で暮らしたい」という本と辻
村さんの紹介がありました。～
『読書が好きな人はもちろん、読書は好きではない人にとっても、子ども読書の日がお気に入り
の一冊に出会うきっかけになったらいいな、と思います。』という言葉で話を結ばれていました。
***************************************************************************************
話をお聞きしていて何より感じたのは、野尻さん自身が作家の辻村さんに負けず、とても本が好
きなんだなと言うことです。本を好きな方が、中学生にも読書の魅力を伝えたいと、図書室に常に
いて下さっています。また、図書室は「読書センター」としての機能だけではなく、授業でも利用
する「学習センター」や「情報センター」としての役割も求められており、国語や社会などの授業
で活用も進められてきています。
読書は、自分が経験したことのない世界に自分を連れて行ってくれたり、今まで気付かなかった
新しい考えに気付かせてくれたりします。また、「これはどうしてこうなっているんだろう？」な
どの知的好奇心も満たしてくれます。本の中で出会った登場人物の言葉、作者の語りかけてくる言
葉が自分の中にストンと入り込み、自分にとって大きな影響を与える１冊となることもあります。
一日の中でたとえ１０分でも読書の時間を作り、いろいろな本の世界に触れることで、言葉を豊
かにし、感じる心・考える頭を育んでいって欲しいと願っています。

部活動紹介

今年も頑張ります！！

仮入部期間が終わり、新入生を迎えて部活動がスタートしました。それぞれが、目標も新たに熱心に活動し
ています。応援よろしくお願いいたします。
【野球部】
顧問：片野嘉昭 小島久行 佐藤元樹
県大会優勝に向けて ３－５ 丸尾拓夢
僕たち野球部は夏の県大会優勝を目標に毎日の練習に取り組んでいます。春の市大会は、3
回戦敗退という悔しい結果になってしまいましたが、この気持ちを忘れずにチーム全員が一つ
になって夏の県大会は優勝します。
【硬式テニス部】 顧問：元吉辰也 宮本友子 齋藤理美子 砂金智太郎
３－１ 山田美祐
私たちは､3 年生 6 人、2 年生 7 人、1 年生 6 人の 19 人で活動しています。活動日はほぼ毎日、関東大会出
場に向けて練習に励んでいます。昨年度には、市大会 3 位、県大会冬季個人戦ダブルスの部 3 位という成
績を残すことができました。応援よろしくお願いします。
【サッカー部】
顧問：今島 昭 林田孔太 中村恭紹 齋藤理美子
積もらせた笑顔と努力の汗
３－２ 一条 拓
自分たちサッカー部は、誰一人チームを抜けることなくここまで活動してきました。夏の
大会が近づいて来るにつれて 3 年は特に気持ちが引き締まってきています。残り少ない時
間これまでの努力が無駄にならないように選手一丸となって練習しています。最後に後悔
でなく笑顔があふれるよう必死に食らいつくサッカー部らしさを見せつけます。
【ハンドボール部】 顧問：藤平晃子 湯田美幸
３－４ 河村陽太
夏の大会では、関東大会出場を目指しています。春の県大会ではベスト 8 で終わり体力面や勝負どころでの
集中力､一人ひとりのシュート力などチームに不足していることが分かりました。大会までの 2 ヶ月で不足
しているところを改善していきたいです。
【ソフトボール部】 顧問：芳賀慎二郎 佐野亜紀子
夏の大会に向けて
３－３ 中村汐里
私たちソフトボール部は 3 年生 3 人、2 年生 17 人、1 年生 5 人計 25 人で活動しています。夏の大会に向け
て練習は厳しくなり 3 年生は悔いの残らないように，1，2 年生は試合で貢献できるように練習しています。
まずは 6 月にある区大会で優勝することを目標にチーム一丸となって頑張っていきます。
【バスケットボール部】 顧問：新村直人 安藤泰三 仲上慶吾 水城よう子
最後まであきらめない
３－３ 島田美良
僕たちバスケットボール部は､夏のつらい練習に負けないでここまで来ました。
市総合体育大会では、悔いが残らないようにがんばります。目標 市大会優勝！！
夏の大会に向けて
３－３ 佐藤美咲
私たちのプレースタイルは、「パスで速く運ぶ」です。私たちは､ドリブルが得意とい
うわけではないし体力がすごくあるというわけでもありません。なので、いかに楽に速
くプレーができるかがとても重要になってきます。
今、夏の大会に向けて「パスで速く運ぶ」練習に励んでいます。
【男子バレーボール部】 顧問：羽深弘平 土屋 徹
最後の大会に向けて
３－１ 岩間晴太郎
男子バレーボール部は、とても明るくいい部です。普段頼りがいがなくても、いざという時は助け合える団
結力のあるチームです。先生方から「男子バレー部良かったよ」と言われるようになった今、いろいろな困
難を乗り越えてきたこのチームで、夏の大会を３年間の集大成を見せられるように残り２ヶ月がんばってい
きます。

【女子バレーボール部】 顧問：堀田朝子 中島久美子
外部コーチ：辻川 滋
一点一笑
３－４ 神﨑芙月
3 年生 3 名、2 年生 16 名、1 年生 12 名計 31 名で活動しています。秋、春の県大会に出場で
きず，悔しい思いをしました。そのため、夏の県大会に出場できるように、全員バレーをモッ
トーに毎日一生懸命練習しています。部員全員仲が良く，元気いっぱいで笑顔が絶えない部活
です。
【バドミントン部】 顧問：藤本孝幸 須貝芳郎 坂田可奈子
一球一球大切に！
３－４ 高梨真由
バドミントン部は､男子６２名、女子３２名で活動しています。活動内容は主に体育館でのノックや試合、
外での筋力トレーニングです。男子はみんなが楽しそうにバドミントンをしています。女子は元気な人が多
く、いつでも明るい雰囲気です。大会では、みんなが全力で応援し､選手は一球一球集中し最後まであきら
めずにがんばっています。
【吹奏楽部】 顧問：鈴木佑輔 三瓶沙耶香 髙木澄子
３－１ 齊藤彩夏
4 月 29 日に，境木中学校と川和中学校と合同練習会がありました。他校との合
同練習は初めてで、いつもとは違った練習ですごく刺激を受けると同時に他校と
の差を改めて痛感しました。今回学んだこと，悔しさを忘れずに，全国金賞！！
気合いで、コンクールに向けて練習に励んでいます。
【書描部】 顧問：東浦進
「書描部について」 ３－２ 田原佑美
書描部は全学年部員合わせて約 40 人います。週２～３回程度で活動し、上下関係も厳しくなく日々楽しく
活動しています。活動内容は､習字や絵を描いたり、紙粘土で物を作ったり、裁縫する人もいます。時には
コンクールなどで作品を出品したり､体育大会の入場門製作もします。
【茶道部】 顧問：永田妃沙子 外部指導者：齊藤宗牧
和敬静寂
３－１菅野琴美 ３－３ 佐藤愛来
私たちは月曜日、木曜日に活動しています。題名にもあるように「和敬静寂」という言
葉を重んじて日々活動に励んでいます。茶道には代表的な流派が 3 つあり、私たちはそ
の中の裏千家という流派を学んでいます。
先輩、後輩の仲が良く日々楽しく活動しています。お茶会を開いたり，地域行事に参加
しているので是非お越し下さい。
【将棋部】顧問：中村恭紹
将棋部
３－４ 岡部 圭悟
ここ将棋部では，トーナメント、チーム戦などを行い、互いの技量を高め合っています。部活内でのルール
もきっちりしていて部員の仲もとても良いものとなっています。将棋の他にも囲碁、百人一首などもでき、
それぞれの分野で一位を争いながら活動をしています。次の将棋の大会に向けどの部員も精進しています。

ヨコハマ３Ｒ夢！

ポスターコンクール

中学生の部大賞！
横浜市内小中学生が「分別と３Ｒでごみ減量！きれいなまち
に」をテーマにしたポスター展がありました。平成２８年度は
応募総数が、小中学生合計で１,３８７になったそうです。なん
と、その中で中田中学校３年２組の川村采加さんが、中学生の
部トップの大賞を獲得しました！おめでとうございます。
３Ｒ リデュース(ゴミそのものを減らす)
リユース（何回も繰り返し使う）
リサイクル（資源物を新しい製品に作りかえる）
そして、ヨコハマ３Ｒ夢！
マスコット イーオとミーオが龍に乗って､背景にはみなとみ
らい地区が描かれてとても素敵な夢のある作品ですね。

どんな相談でもお気軽にどうぞ。(スクールカウンセラー)
今年も勝村眞由美カウンセラーが担当して下さいます。本校１階相談室で相談活動を行います。生徒の皆
さんはもちろん、保護者の皆さんもお気軽にご連絡下さい。相談室直通の電話がありますので、ご利用下さ
い。
毎週水曜日 ９：３０～１７：３０
直通電話 ０４５－８０３－４０８５

【いじめ防止のための文部科学大臣メッセージ】

***********************************************************************************
東日本大震災による被災した児童生徒または原子力発電所事故による児童生徒へのいじめ防止について、
保護者や地域の皆様へ向けた文部科学大臣よりメッセージが届きましたので紹介します。
保護者・地域の皆様へ
子供たちは、親や地域の大人の言動を見ています。被災児童生徒へのいじめの背景の一つには、避難されて
いる方々への誤解や、被災地の状況や放射線に関する理解不足からくる、大人の配慮に欠ける言動があると
も考えられます。まずは大人である私達が、被災された方々、故郷を離れて生活をされている方々の思いを
理解すること、放射線について科学的に理解するとともに、科学的に思考し情報を正しく理解することが必
要です。現在でも、ＰＴＡ関係者をはじめとする保護者、地域住民の方々が、教育委員会・学校と連携して、
被災地の状況や放射線に関する理解を深めようとする取組が進められています。引き続き、保護者、地域住
民の方々と教育委員会・学校が連携し、子供たちにおけるいじめをなくす取組を行っていただきますようお
願いいたします。
***********************************************************************************************

5，6 月の行事
５月
１５

月

小中連携授業参観

１６

火

１７

６月
公開授業週間 １

木

職員会議

２

金

水

市総合体育大会開会式

３

土

１８

木

内科検診(3 年)

４

日

１９

金

生徒下校 14:40

５

月

２０

土

泉区軽ｽﾎﾟｰﾂ大会 区役所裏遊水地

６

火

２１

日

７

水

２２

月

専門委員会

８

木

２３

火

中央委員会 個別支援級校外学習
ＰＴＡ総会 15:30

９

金

２４

水

１０

土

２５

木

１１

日

２６

金

歯科検診 体育大会・文化発表会実
行委員会 15:40
修学旅行事前指導

１２

月

朝会

２７

土

東中田小ｽﾎﾟｰﾂフェスタ

１３

火

副教材費代金集金 学習相談

２８

日

修学旅行

１４

水

副教材費代金集金

２９

月

２年鎌倉遠足事前指導

１５

木

前期中間テスト

３０

火

２年鎌倉遠足

１６

金

前期中間テスト 救命講習会 13:30
体育大会実行委員会 文発２，３年選曲

３１

水

１７

土

３年代休 ２年鎌倉遠足予備日

開港記念日

開校記念日
教育実習期間５/２３まで
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