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校 長 石崎 一敏

秋は、学習や運動を深め、さくら祭(文化祭）などの行事を

通して、絆を深め合う時期だと思います。

さて、もうすぐ体育の日がやってきます。生徒の皆さんは、

体育の日の由来を知っていますか？今から約５０年前、１９６

４（昭和３９）年に日本で初めてのオリンピックが開かれました。その開催にあたり、

１年で最も季候がよく晴天に恵まれるのがいつかを調べたところ、１０月１０日が候補

に挙がりました。この頃は秋晴れが続き、１年で一番穏やかな天候で、雨の降る確率が

少なかったのです。特に１０月１０日は雨の降る確率が少ないとされ、東京オリンピッ

クの開会式の日に選ばれました。

１０月１０日が「体育の日」と名付けられ、国民の祝日となったのは、東京オリンピ

（ ） 。 、 （ ）ックから２年後の１９６６ 昭和４１ 年のことでした ただし ２０００ 平成１２

年からはハッピーマンデーの制度がスタートし、体育の日は毎年１０月の第２月曜日と

変更されています。

東京オリンピックを終えてから半世紀。時代は今、１９６４年に続く２０２０年のオ

リンピックに向かって動き出しています。その成功ののために、建設費を抑えた競技場

の建設、誰もが賞賛できるエンブレムの制作、追加種目の選考、さらに日本選手の養成

と、多くのハードルをクリアして行っているところです。

前回のオリンピックは、日本の戦後復興の力強さを世界に示し、アジアの成長を多く

の人に印象づけました。２０２０年に行われるオリンピックでは、台風や地震や津波・

原発事故からの教訓を未来に生かし、絆を大切にしながら助け合い、自然と上手に共存

する姿を世界の人々に発信したいものです。そのような成熟した社会のありようこそ、

多くの国の人々が、今、日本に求められているのです。

オリンピックがもたらすスポーツ祭典

のエネルギーを災害復興のエネルギーへ

と転換することができれば、２０２０年

東京オリンピックは大きな成功を収める

ことができるでしょう。

本年度の卒業証書授与式は、平成３１年３月１１日（月）となります。前日、３月１０日（日）

は、予行練習と準備のため全学年、登校日となります。式へ向けての心構えを前日にしたい

と思います。振替休日は、３月１２日（火）とします。



３年生を中心とする夏の大会が終わりました。

大会に向けて取り組んできた日々を大切にし、Ｈ３０部活動夏の大会結果
今後の生活に生かしていきましょう。

部活動名 期日 大会名等（場所） 対戦相手など 選手結果など

サッカー部 6/30 横浜市総体1回戦（高田中Ｇ） vs境木中 １－０

7/1 横浜市総体２回戦（桐蔭学園Ｇ） vs鴨居中 １－１（ＰＫ3－2）

7/7 横浜市総体３回戦（霧が丘学園Ｇ） vsサレジオ学院中 ０－０（延長０－１）

7/8 横浜市総合体育大会バスケットボールの部 神大附属中学校 67-52バスケットボール部男子

7/8 横浜市総合体育大会バスケットボールの部 東鴨居中学校 65-31

7/15 横浜市総合体育大会バスケットボールの部 中川西中学校 49-74（3回戦）

7/7 横浜市総合体育大会バスケットボールの部 豊田中学校 37-57（1回戦）バスケットボール部女子

バレー部 7/15 横浜市総合体育大会 ＶＳ野庭中 ０－２ （１回戦）

野球 7/7 横浜市中学校総合体育大会野球の部 ＶS 都岡中 ２-６ （2回戦）

卓球 7/7 横浜市総合体育大会男女シングルス 区予選 女子優勝 氏家和奏、２位 田村優和

３位 明堂結莉菜、５位 森麻衣亜

５位 岸真優奈、５位 松岡実佳、５位 久保田繭

男子９位 大塚海斗 （以上市大会出場）

男子ベスト１６ 渡邊陽太

7/14 市総体男子団体戦予選リーグ（サレジオ中） ブロック３位

7/15 市総体女子団体戦予選リーグ（西金沢中） ブロック３位 市決勝トーナメント出場

7/21 市総体男女シングルス（文体） 明堂（３回戦 順位決定敗退）

7/23 市総体団体戦決勝トーナメント（保土ケ谷SC) 女子VS岡津中 １-３（１回戦）

バドミントン部 6/30 都筑区中学校バドミントン夏季大会女子個人戦 ダブルス 佐野美彩季・高橋朋美 ５位

(市総体ブロック予選)

6/24 都筑区中学校バドミントン夏季大会男子個人戦 ダブルス 久保谷拓馬・近雄人 ３位

(市総体ブロック予選)

7/1 市総体女子団体戦(軽井沢中) VS東山田中 2-1（１回戦）

Vs名瀬中 1-2（２回戦）

7/8 市総体男子団体戦(東永谷中) VS老松中 1-2（1回戦）

陸上競技部 7/8-9 県選抜大会（三ツ沢競技場） 堀田 一吹 男子４００ｍＡ決勝5位入賞

山田幸之助 男子４００ｍＢ決勝３位（総合11位）

長間 琉 男子４００ｍＢ決勝１位（総合9位）

7/２２， 県通信大会（平塚競技場） 山田幸之助 男子４００ｍ決勝5位入賞

２４ 長間 琉 男子４００ｍ決勝６位入賞

堀田 一吹 男子４００ｍ出場

石川 海斗 男子走り高跳び出場

9/8-9 市総体（三ツ沢競技場） 山田幸之助 男子４００ｍ４位入賞 県総体進出

堀田 一吹 男子４００ｍ5位入賞 県総体進出

長間 琉 男子８００ｍ６位入賞 県総体進出

石川 海斗 男子４種競技８位入賞

荒川 虎太郎 男子1500ｍ10位 県総体進出

剣道部 横浜市総合体育大会剣道の部 男子個人 藤本一真 １位、 野村優 ３位7/16.22

横浜市総合体育大会剣道の部 男子団体 ５位

神奈川県総合体育大会 関東大会予選 男子個人 野村優 ５位7/31,8/1

神奈川県総合体育大会 関東大会予選 男子団体 4位

8/11 第4２回関東中学校剣道大会 男子団体 3位

吹奏楽部 7/24 銀賞横浜吹奏楽コンクール中学校Bの部（みなとみらいホール）

美術部 ・体育祭の横断幕を１学期に作成しました。現在、さくら祭の横断幕を作成中です。

パソコン部 ・パソコン検定に挑戦しています。さくら祭の先生紹介ビデオも制作しています。



９月１２日（月）に第１回学校保健委員会が開催されました。今回の

テーマは 「健康な骨づくりを目指してできること」でした。はじめに、

骨密度を測定し、話し合いをして、説明を聞きました。保健師さんから

は「骨密度が低下すると骨粗しょう症（骨からカルシウムが溶け出し、骨が折れやすくなる）

になり、介護を必要とし、さらに、寝たきり生活を送る場合があるという話がありました。管

理栄養士の方からは 「骨が生まれ変わる周期は３年である。身長が伸びるためには、食事（カ、

ルシウム、タンパク質を多く含む物を食べる ・睡眠・運動が大切である。朝食は脳にエネル）

」 。ギーを与える などの話しをいただきました

委員会活動も代が変わり、リーダーとなる生徒会役員や委員会委員長もあらたに９月

２１日の生徒会選挙で選出されました。

生徒会会長 河井凜太郎 新二年学級委員長 後藤秀彰

生徒会副会長 渡邊美羽香 新三年学級委員長 鈴木仁那

生徒会副会長 前田来実 生活委員長 千葉掬花

生徒会書記 武井咲希 保健委員長 角田日和

生徒会書記 座間望花 美化委員長 秦野凌嘉

生徒会会計 齊藤祐之介 図書委員長 阿部恵桃

生徒会会計 小野寺優斗 放送委員長 岩本健佑

さくら祭実行委員長 仲村知夏

体育祭実行委員長 永島由基

トマト、キュウリ等の収穫も終わり、東方の村田輝雄

会長にいただいたキャベツ・ブロッコリー・下仁田ネギ

の苗を植え始めたクラスもあります。



８月２７日(日)に佐江戸・加１０月２６日（金）実施
＊時間は目安です 賀原地区の三世代交流会にボラ

ンティアとして生徒が参加して〈２年課題曲「輝くために 〉９：１５～」

くれました。地域の幼児･ 児童１番 １組「あなたへ」

が都田中生が流すそうめんを美２番 ４組「風になる」

味しそうに食べていました。暑３番 ３組「サザンカ」

い日でしたがボランティア生徒４番 ２組「春に」

が頑張ってくれま

した。〈１年課題曲「夢の世界を 〉１０：１５～」

１番 ２組「マイバラード」

２番 ３組「地球星歌」

３番 ４組「大切なもの」

４番 １組「旅立ちの時」

５番 ５組「 」COSMOS

〈３年課題曲「大地讃頌 〉１１：１０～」

１番 ４組「信じる」

１０月のスクールカウンセラー来校日は、４日２番 ３組「親知らず子知らず」

（木 、１１日（木）１８日（木 、２５日（木）３番 ５組「 」IN TERRA PAX ） ）

です。時間は、１０：００～１６：００です。４番 ２組「海の匂い」

（ ） 、 、５番 １組「青い鳥」 宮井里佳先生 校内１Ｆ相談室 が子育て 学習

不登校、いじめ、友人関係などの相談にのってく

れます。直通電話は９４４－４２４５です。小中

一貫型ですので都田小学校、都田西小学校でも相

談できます。

【 １ ０ 月 行 事 予 定 表 】

1 月 朝会 17 水 ３年横交流会６校時

2 火 18 木指揮者・伴奏者講習会３年 ＰＴＡ運営委員会

3 水 19 金指揮者・伴奏者講習会１年

4 木 20 土 折本小・都田西小運動会午前授業昼食あり 研究授業クラス以外総下校

5 金 21 日指揮者・伴奏者講習会２年 ３年英語検定

6 土 22 月

7 日 池辺健民祭 23 火 さくら祭リハーサル実行委員会

8 月 24 水 さくら祭リハーサル吹奏楽部東方方面合同スポーツフェスティバル

9 火 専門委員会 教育実習開始 25 木 さくら祭準備午後

10 水 26 金 さくら祭花いっぱい運動 審査員講習会

11 木 27 土 休日授業参観 ＰＴＡ祭評議会 地域代表者会議

12 金 児童生徒交流日（部活動交流） 28 日

13 土 29 月 総下校

14 日 30 火 地域清掃

15 月 31 水１年横交流会６校時 さくら祭準備週間 公開授業週間

16 火 ２年横交流会６校時


