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横浜市立都田中学校

校 長 石崎 一敏

秋は、学習を深め、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。今、この時期に「聴く・伝える」について考えてほしいと思います。

哲学者の竹田青嗣氏が『中学生からの哲学「超」入門』に次のように書いています。
たけた せいじ

「『批評』は、単なる好き嫌いの『批判』ではなく、好き嫌いの理由がちゃんと言える

ようになると、『批評』に近づく」。「批評」とは、自分なりの価値判断の根拠を明確に

して、物事を評価することであり、このような評価を重ねていくことで、私たちは「自

己ルール」を、常によりよい形に編み直していくことができると述べています。

では、批評のできる力を持つにはどうしたらいいでしょう。

竹田氏は、お互いに言葉の真率(正直)なキャッチボールをして、自分の考えを的確に
しんそつ

表現できるだけの言葉をためている必要があると言っています。

そして、言葉の力を育てて行くために必要なことの一つとして、自分の言葉をどう伝

えるか以上に、人の言葉や言い方をよく聴き取ろうとする気持ちをもつことが秘訣なの
ひ け つ

だと書いています。

批判を重ねることで、「自己ルール」を確かなものにしていく。これこそ、「聴く・

伝える」を通して、求める姿の一つだと思います。授業や学校行事で、言葉のキャッチ

ボールを積み重ねることで「自己ルール」をよりよくしていくことに努力してください。

これは特に、これからの合唱コンクールなどの行事を通して、よ

りよい学級、学年、学校を目指すときに必要な力だと思います。

生徒の皆さんは、友だちや周りの大人の言葉や言い方をよく聞き

取ろうとする気持ちをもって、授業や行事に取り組み、「聴く・伝

える」ことを深めていきましょう。

本校は、昭和２２年に新制中学校として開校しました。多くの卒業

生を輩出し、地域の皆様に支えられ歴史と伝統を築いて参りました。

昨年度の記念事業準備委員会を受けて「創立７０周年記念事業実行委員会」(池 学

実行委員長）を発足し、準備にあたって参りました。記念事業は次のようになります。

７０周年記念式典(生徒・保護者対象） １１月１１日(土) ９：１０～

・あいさつ ・都田中の歴史（ＶＴＲ視聴） ・吹奏楽部演奏

７０周年祝賀会(来賓・地域・保護者対象)１１月１１日(土)１２：３０～(受付 12:00~）

・太鼓演奏 ・あいさつ ・来賓紹介 ・都田中の歴史（ＶＴＲ視聴）



３年生を中心とする夏の大会が終わりました。

Ｈ２９部活動夏の大会結果 大会に向けて取り組んできた日々を大切にし、

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 選手等 結果
サッカー部 7/8 横浜市総合体育大会３回戦 vs岡村中 ２－０

7/9 横浜市総合体育大会４回戦 vs樽町中 ０－０（PK３－４）

男子バスケットボール部 7/8 横浜市総合体育大会バスケットボールの部 中山中学校 64-85 （1回戦）

女子バスケットボール部 7/9 横浜市総合体育大会バスケットボールの部 対 国大附属 100-27

7/9 横浜市総合体育大会バスケットボールの部 対 西金沢 56-44

7/15 横浜市総合体育大会バスケットボールの部 対 新井 21-85（3回戦）

バレー部 7/16 横浜市総合体育大会 ＶＳ岩崎中 ０－２ （１回戦）

野球 7/1 横浜市中学校総合体育大会野球の部 ＶＳ中山中 0-7 （2回戦）

卓球 7/9 横浜市総合体育大会男女シングルス 区予選 市大会出場者 歌川和真 ベスト８、古田貴大 ベスト１６

榎本留衣 ２位、座間優莉 ３位 柴田らあな ベスト８、和泉怜奈 ベスト８

森 麻衣亜 ベスト８、五十嵐百香９位

7/15 市総体男子団体戦予選リーグ（霧が丘中） ２位 決勝トーナメント出場

7/16 市総体女子団体戦予選リーグ（釜利谷中） ２位 決勝トーナメント出場

7/21 市総体男女シングルス（文体） 歌川・和泉（１回戦）、古田・座間・柴田・森（２回戦）五十嵐・榎本（３回戦）

7/24 市総体男女団体戦決勝トーナメント VS関東六浦 男子団体戦 １－３（１回戦）

VS万騎が原中 女子団体戦 ０－３ 準々決勝進出

7/28 県総体団体戦（潮風アリーナ） VS中野島中 女子団体戦 ０－３（１回戦）

バドミントン部 6/25 都筑区中学校バドミントン夏季大会女子個人戦 シングルス 林 彩香 ５位、ダブルス

(市総体ブロック予選) 大山琉留・塩田夏妃 ３位

7/1 都筑区中学校バドミントン夏季大会男子個人戦 シングルス 坂本 侑 3位

(市総体ブロック予選) ダブルス 草野翔大・玉城澪音 優勝

菊池夕綺・重田航佑 ３位

7/2 市総体女子団体戦(洋光台第一中) VS青葉台中 0-2（１回戦）

7/9 市総体男子団体戦(日吉台中) VS大道中 1-2（1回戦）

7/15 市総体女子個人戦(保土ヶ谷スポーツセンター) 大山琉留・塩田夏妃１回戦(17位)

7/21 市総体女子団体戦(平沼記念体育館) 草野翔大・玉城澪音１回戦(17位)

陸上競技部 7/1,2 県選抜大会（三ツ沢競技場） 田丸 颯 男子３０００ｍ決勝出場

7/１５１７ 県通信大会（平塚競技場） 田丸 颯 男子３０００ｍ決勝5位

長間 琉 男子２年１００ｍ出場

8/26 ジュニアオリンピック予選会 田丸 颯 A男子３０００ｍ決勝8位

荒川虎太郎 B男子１５００ｍ出場

長間 琉 B男子１００ｍ出場

藤巻由紀菜 A女子１００ｍ出場

9/９，１０ 市総体（三ツ沢競技場） 田丸 颯 男子3000m県大会出場

長間 琉 男子400m出場県大会出場

荒川虎太郎 男子１５００ｍ決勝出場

剣道部 ７/1.9 神奈川県選抜大会 全中予選団体 男子 ５位

神奈川県選抜大会 全中予選個人 女子 鈴木 光 準優勝（全国大会個人出場）

伊藤 和美 ３位

神奈川県選抜大会 全中予選団体 女子 準優勝

7/17.21 横浜市総合体育大会剣道の部 男子個人 小林龍人 5位、小藤剣 5位

横浜市総合体育大会剣道の部 男子団体 ５位

横浜市総合体育大会剣道の部 女子個人 鈴木光 準優勝

両角咲羅 5位、前川凛 5位

横浜市総合体育大会剣道の部 女子団体 準優勝

7/30,8/1 神奈川県総合体育大会 関東大会予選 男子個人 小林 龍人 ３位

神奈川県総合体育大会 関東大会予選 男子団体 ５位

神奈川県総合体育大会 関東大会予選 女子個人 鈴木光 5位、 伊藤和美 5位

神奈川県総合体育大会 関東大会予選 女子団体 優勝

8/11 第4２回関東中学校剣道大会 男子個人 小林龍人 出場

第4２回関東中学校剣道大会 男子団体 ベスト１６

第4２回関東中学校剣道大会 女子団体 優勝

8/17.18.19 全国中学校剣道大会 鈴木光 出場

吹奏楽部 7/28 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） 銀賞

美術部 横浜市総合文化祭ポスターコンクール 岡田琉生 優秀賞

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なども制作しています。



９月１２～１５日

の期間に生活委員の

生徒やＰＴＡ生活委 ８月２７日(日)に佐江戸・加賀原地区

員、ボランティアの保護者の方々によって、 の三世代交流会にボランティアとして生

あいさつ運動が行われました。 徒が参加してくれました。地域の幼児･

朝から「おはようございます」の声が、あ 児 童 が 都 田 中

ちこちから聞こえ、さわやかで活気ある２学 生 が 流 す そ う

期のスタートができたと思います。 め ん を 美 味 し

そ う に 食 べ て

いました。

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

２２日の生徒会選挙で選出されました。

生徒会会長 森田智大 新二年学級委員長 鈴木仁那

生徒会副会長 小川志乃 新三年学級委員長 森山竜丞

生徒会副会長 河井凜太郎 生活委員長 渡邊陽太

生徒会書記 磯野日菜子 保健委員長 荒川虎太郎

生徒会書記 武井咲希 美化委員長 齊藤大器

生徒会会計 橋本健太郎 図書委員長 青木陽斗

生徒会会計 樋口綾乃 放送委員長 村田美優

さくら祭実行委員長 髙子すみれ

体育祭実行委員長 山本優乃

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。



１０月２０日（金）実施 ９月４日（月）に第１回学校保

＊時間は目安です 健委員会が開催されました。今回のテーマは、「頭

〈２年課題曲「若い翼は」〉９：１５～ がよくなる朝食を提案しよう～自分で作れる朝食

１番 ３組「あなたへ」 づくりにチャレンジ～」でした。「朝食のアンケ

２番 ５組「虹」 ート集計結果」では都筑区内中学校で朝食を食べ

３番 ４組「空かける天馬」 ている生徒が最も低い結果でした。朝食は主食だ

４番 １組「はじまり」 けでなく栄養バランスのある朝食がよいので自分

５番 ２組「時の旅人」 たちで考え、つくってみました。

〈１年課題曲「夢の世界を」〉１０：１０～

１番 １組「ガーネット」

２番 ３組「残酷な天使のテーゼ」

３番 ２組「大切なもの」

４番 ４組「COSMOS 」

〈３年課題曲「大地讃頌」〉１１：００～

１番 ５組「２０億光年の孤独」

２番 ４組「流浪の民」 １０月のスクールカウンセラー来校日は、５日

３番 ３組「証」 （木）、１２日（木）、２６日（木）です。時間は、

４番 ６組「ひとつの朝」 １１：００～１７：００です。宮井里佳先生（校

５番 ２組「言葉にすれば」 内１Ｆ相談室）が子育て、学習、不登校、いじめ、

６番 １組「河口」 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 日 17 火

2 月 朝会 専門委員会 18 水

3 火 花いっぱい運動 19 木 さくら祭準備午後

4 水 評議会 ＰＴＡ運営委員会 20 金 さくら祭

5 木 21 土 休日授業参観 ＰＴＡ祭 折本小運動会

6 金 ３年英語検定 22 日

7 土 23 月 ２１日の代休

8 日 池辺健民祭 24 火 研究授業1-3,1-4 研究授業以外下校

9 月 東方方面合同スポーツフェスティバル 25 水

10 火 文化祭準備週間 公開授業週間 26 木 個別級遠足

11 水 27 金

12 木 合唱審査員講習会 28 土 都田西小運動会

13 金 児童生徒交流日（部活動交流） 29 日

14 土 30 月 総下校

15 日 31 火 専門委員会

16 月


