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動物と人間の違い
夏休みが終わり３週間近くがたちました。まだまだ暑い日が続いていますが、
空の高さや夕刻に吹く風に秋の気配が感じられるようになってきました。生徒
たちは先週行われた前期期末テストや１４日に行われる体育大会に向けての準
備など、休み気分を早々に切り上げてうまく気持ちを切り替え、良い雰囲気で
学校生活を送っています。
夏休み明け登校初日の朝会では、次のような話を生徒たちにしました。
夏休み前の集会で話をしましたが、この夏は皆さんにとって「記憶に残る夏」「何かをやっ
たと感じられる夏」「少しでも自分の成長を感じられる夏」にすることはできたでしょうか？
普段の学校生活ではできないことを、夏休みという時間を有効に使ってそれぞれが有意義な時
間を過ごすことができていれば良かったなと思います。
さて、今日からまた学校生活が始まります。学校生活が始まるということはまた集団での生
活が始まり、いろいろな人との関わりが始まるということです。今日は人との関わりについて
話をしたいと思います。
皆さんは犬や猫などの動物と私たち人間の違いってどんなことだと思いますか？もちろん様
々な違いがあると思いますが、一つここが絶対に違うということがあります。
獣医師さんの話では、動物は怪我をしたり病気になったりするとそのことを隠そうとするの
だそうです。動物も癌などのような人間と同じ病気にかかるそうですが、病気が重くなっても
具合が悪そうにしたり、痛くて泣いたりすることはないそうです。そのうえ言葉がないので獣
医師さんはどこがどのように悪いのかを見つけるのが大変だそうです。動物は我慢強いのでし
ょうか？それとも痛みに鈍いのでしょうか？……決してそうではありません。野生の世界では
食物連鎖があり、弱いものは強いものに食べられてしまいます。動物は怪我や病気で弱ってい
ることを相手に知られると相手に襲われたり食べられてしまったりするので、弱っていること
を隠すのです。今、人間と一緒に暮らしている犬や猫にも野生の時の習性が残っています。猫
がじっとおとなしく寝ていても気持ちよく寝ているのではなく、強い痛みに耐えていることも
あるそうなのです。
人間はどうでしょうか。足の怪我をしている人を見たら襲いますか？病気で弱っている人を
攻撃しますか？人間は身体の弱っている人はいたわりますし、誰かが怪我をしていれば何とか
して助けてあげますね。転んで怪我をしている人がいたら保健室に連れて行ったり、先生を呼
びに行ったりします。だから、具合の悪い人も隠したりしません。みんな親切にしてくれるか
らです。動物と人間の大きな違いはここにあります。私たち人間は弱っている人、困っている
人、弱い立場の人を何とかして助けようとします。それは、思いやりの心を持っているからで
す。
学校が始まり、また色々な活動が始まることを楽しみにしている人も多いかと思いますが、
一方で、勉強のこと、進路のこと、部活動のこと、友達のことなど、いろいろと思い悩むこと
もあるでしょう。そのようなときには一人で悩みを抱え込まずに、友だちや先生やスクールカ
ウンセラー、家族など、周囲の人に相談してください。みんな、きっと力を貸してくれます。
ＬＩＮＥで相談することができる「ＳＮＳいじめ相談」という取組のお知らせも今日クラスで
渡されます。プリントには他の相談機関も紹介されています。
皆さんが友だちから相談を受けて、自分一人では支えきれないと感じる場合もあると思いま
す。その時は、信頼できる大人に相談してください。先生方をはじめ、周りの大人は皆さんの
支えになりたいと心から思っています。辛いとき、困った時、一人で苦しまずに、ぜひ声をか
けてください。なかなか自分から相談しに行くのは難しいという人は、今日から行われる教育
相談で伝えるのも一つの方法です。
動物ではなく、人間同士ですので自分の弱さを見せるのは決して恥ずかしいこと、悪いこと
ではありません。いろいろな人たちの思いを感じ取りながら、この中田中学校が互いに支え合
うことができる集団であって欲しいと思っています。
長い休みを終えて今日からまたスタートです。「あせらず、じっくり、着実に」歩みを進め
ていきましょう。
９月１４日(土)には体育大会、１０月２３日(水)には文化発表会(会場：横須賀芸術劇場)と大
きな行事が続いて行われます。保護者の皆様、地域の皆様、生徒たちの輝く姿をぜひご覧いた
だき、応援をよろしくお願い致します。引き続きお力添えいただければ幸いです。

夏の部活動などの報告
今年の夏も熱い戦いが繰り広げられました。結果とともに、健闘した生徒たちの声をお届けします。
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最後の大会は、3 回戦敗退という結果に終わってしまいました。悔しさはありましたが、同時にやりきったという満足感もあり
ました。僕たちはこれからそれぞれの道を歩んでいくと思いますが、これからも温かい目で見守って頂けるとありがたいです。2
年半ありがとうございました。
【バスケットボール部】3-4 麻生葵さん
チーム全員で引退試合まで毎日の練習に取り組んできました。引退試合ではよい結果を残せませんでしたが、悔いなくやりきる
ことができました。今まで応援ありがとうございしました。
【女子バドミントン部】3-3 増田はるなさん
私たちは「団体戦で県大会出場」という目標を掲げ、取り組んできました。結果的には目標を成し遂げることができませんでし
たが、最後の引退試合では最大限の力を発揮できて、納得のいく試合になりました。このように私たちが一生懸命部活に取り組め
たのはいつもメニューを考え、熱をもって指導してくださった顧問の先生、その他支えてくださった方がいたからこそできたこと
だと思います。ありがとうございました。
【男子バドミントン部】3-4 赤澤一斗さん
最後の夏の大会では、部員全員全力で取り組めました。また、シングルもダブルスでもいつもそんなに勝ち進んでいなかった人
達が勝ち進んでいたので応援していてとても楽しかったです。今回までの経験を生かして、高校にいっても部員みんながバドミン
トンを続けてほしいです。
【サッカー部】3-1 石田晟輝さん
僕たちは、普段の練習では、以前に練習試合をした際に見つかった課題を中心に練習メニューを工夫して、弱点を減らす努力を
することができました。夏の大会では惜しくも負けてしまいましたが、練習試合で戦った時以上に実力を発揮することができたと
思います。

【将棋部】3-3 久保賢太郎さん
私たちは、8 月 4 日・5 日に大会へ行ってきました。結果は今一つでしたが、培ってきた力を最大限発揮し、悔いのない大会に
できました。私たち 3 年生はもう引退しますが、一、二年生にも期待しています。ガンバレ！
【硬式テニス部】2-4 田口愛唯さん
横浜市新人テニス大会個人戦ダブルスを勝ち上がり、県大会に 3 ペア出場しました。そして 3 ペアの内、1 ペアがベスト 32 ま
で勝ち上がることができました。
先輩たちが引退して初めての試合でしたが、良い結果が出せてよかったです。今月の団体戦では練習成果が発揮できるように頑
張りたいです。
【女子バレーボール部】3-4 倉澤朋乃さん
私達の最後の夏の大会はとても悔しい結果で終わってしまい、たくさんの後悔が残りました。しかしどんなことがあっても最後
までバレーの楽しさを教えてくださった顧問の堀田先生に心から感謝しています。そして今まで一緒に頑張ってきた仲間たちとは
とても有意義な時間を過ごせました。私たちについてきてくれた後輩にも感謝でいっぱいです。後輩たちはとても大きな目標に向
けて頑張っているので、3 年一同応援しています。
【男子バレーボール部】3-2 杉山航太さん
僕たちは 7 月 29 日に県大会を終えました。結果は 2 回戦で負けてしまいましたが、目標としていた県大会で、今まで練習して
きた成果を発揮することができました。僕たちがここまでこられたのは保護者の方々と先生方のサポートがあったからです。今ま
で僕たちを応援していただきありがとうございました。これからも男子バレーボール部の応援をよろしくお願いします。
【吹奏楽部】3-4

田村結萌さん

今回のコンクールでは、目標としていた大会へ進めず悔しい思いをしました。私たちの油断が大きな原因だったと思うので、来
年のコンクールはこのことを忘れずにがんばってほしいです。コンクール以外にも地域のイベントに向けて一生懸命練習して、充
実した夏休みを過ごせました。
【書描部】2-2 髙橋春香さん

2-4

森本明希恵さん

私たち書描部は横浜市中学校美術展(7/31～8/5)に出品しました。他の学校の作品も知ることができたので、良い作品を作れる
よう、より努力していこうと思いました。
【ハンドボール部男子】3-2 松田貫汰さん
夏の大会では一回戦目で負けてしまい、とても悔しかったです。最後の大会で一回でも負けたら引退という覚悟が足りていなか
ったと思います。また試合では部長としてチームを鼓舞することができずに、相手にペースを握られてしまい、押し切られてしま
い、不甲斐ない気持ちでいっぱいです。
【ハンドボール部女子】3-1 鈴木梨さん
私たちには女子の先輩が一人もいない中、8 人という少ない人数で辛い練習を乗り越えてきました。チーム内でもめたり、けが
人が多い時期には少ない人数で試合に出たり、様々な壁がありました。最後の試合では多くの悔いが残っていますが、2 年半とい
う間でとても大きなものを得たと思います。ハンドボールの技術の他にも、たくさんの学んだことや経験を、この先、生かしてい
きたいです。
【ソフトボール部】2-5 石井香帆さん
３年生にとって最後の夏休みに入り、大会に向け、自分の苦手な所を重点的に練習してきました。そして大会当日、県大会にも
出場している強豪校と対戦し、今までの練習の成果をぶつけましたが、２回戦敗退となってしまいました。
先輩たちが引退し新チームになってからは新しいポジションになったり、後輩を率いたりと、戸惑うことも多くありますが、先
輩にならったことを生かし、今までよりもっと強いチームになれるよう練習していきたいです。

【茶道部】3-3 藤本千慧さん
私たち茶道部は三年生最後のお茶会を立場地区センターで開き、様々なお手前に挑戦しました。また宮の前テラスでのイベント
にボランティアとして参加しました。小学生に向けてお茶会をひらき、一年生が亭主を務めました。そして裏千家淡交会による研
修茶会に参加し、初めて濃茶をいただきました。夏休みは校外での活動が多くあり、日頃の稽古の成果を発揮することができた一
方で、まだまだ稽古が足りないところや未熟なところを知るなど、様々なことに気付かされる良い経験ができました。茶道部の思
い出に残る 1 ページを作ることができました。
【ロボット研究会】2-1 尾崎優路さん
私たち Team018 は 8 月 25 日に兵庫県西宮にある関西学院大学 WRO JAPAN 2019 決勝大会にミドル競技ジュニア部門で参加しまし
た。ミドル競技の基本的なルールはブロックを指定された場所に置くことです。これをできるようなロボットを組み立て、プログ
ラミングをします。大会当日はロボットを一から組み立てないといけなかったので、そこが難しかったです。しかしチームメイト
の作戦が成功し、3 位という結果を残せたので良かったです。

【中田連合サマーフェスティバルで

【おめでとう！WRO 全国 3 位！】

演奏する吹奏楽部】

【水泳・関東大会にて】

【留守番電話設置のお知らせ】
本校では、後期から留守番電話の設置を予定しております。具体的な内容につきまし
ては、改めてお便りでお知らせいたします。ご理解・ご協力をお願いいたします。
9月・10月の行事予定
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中田連合自治会大運動会

