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長き日を ましろに咲ぬ なしの花 

～ 与謝蕪村 ～ 

 

 

 

４月も第３週に入りました。昼の時間も伸び暖かな陽気が続きます。恩田川沿いの梨畑では白い梨

の花が咲いています。秋になって瑞々しい浜なしに成長し、食卓を飾ることが楽しみです。 

（毎号の学校だよりでは、このように巻頭に季節を感じる俳句や短歌をご紹介します。） 

  

 平成２８年度、田奈中学校は順調なスタートを切りました。４月５日の入学式では３２６名の新入

生を迎え、全校生徒数９７７名の大所帯となりました。クラス数も一般級２６クラス、個別支援学級

４クラスになり、そろそろ教室の心配もでてきました。少人数教室が２年９組の教室となったため、

２年生の英語は少人数指導を改めＴＴ（チーム・ティーチング 教員２名で１クラスの指導にあたる）

になりました。生徒の個性や活気に満ちた学校は誇れるものですが、その内容に環境や設備がなかな

か追いついていかない実情をどうにかしたいものです。 

 また、今年は２５人の教職員を迎えました。これは全教職員数の３分の１を越えます。田奈中学校

の「一生懸命がかっこいい」という伝統と地域の学校という性質は「不易」としていつまでも変わり

ませんが、教育の内容や方法はその時々に合わせて新しく変化する「流行」でもあります。教職員で

力を合わせ、全力で生徒の支援にあたる所存ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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４月号 
平成２８年４月２０日     

横浜市立田奈中学校 

 

 

 

 

 

     

 

学 校 教 育 目 標   「学び合い」 「個性」 「自立」 

（１） 生きるための基本的な生活習慣・学力を身につける生徒を育てます。            【知】 

（２） 自分のまわりの人とふれあい、お互いを大切にする心を育てます。             【徳】 

（３） 自他の生命を尊重し、健康でたくましい体を育てます。                  【体】 

（４） 社会の一員として自覚をもち、自分の生き方を決められる生徒を育てます。               【公】 

（５） 体験を通して自分を豊かにし、社会の変化に柔軟に対応できる生徒を育てます。       【開】  

＜お知らせ＞ 

新学期が始まってまもなくの４月９日、嬉しいニュースが飛び込んできました。 

水泳男子 200ｍ個人メドレーで田奈中出身の藤森 太将さん（ミキハウス所属）が、五輪派遣 

標準記録を切って２位になり初の日本代表に内定しました。藤森さんは 2007 年に本校を卒業

後、200ｍ個人メドレーや 400ｍ個人メドレーで実力を発揮し、2014 年のパンパシフィック

大会では日本代表に選出されていました。「ここで負けたら一生後悔すると思ってがむしゃらに泳

いだ」というコメントからは、まさに「一生懸命がかっこいい」という田奈中のモットーが感じ

られます。五輪日本代表内定についてお慶びを申し上げると共に、リオデジャネイロ五輪でのご

健闘をお祈り申し上げます。 

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tana/
http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tan/


お別れ－離退任任された先生方― 

 ３月２５日（金）、４月６日(水)の両日に行われた離退任式で、長年にわたって田奈

中学校のためにご尽力いただいた先生方とお別れをいたしました。離退任される先生

方からのお話に真剣に耳を傾けながら、厳粛な雰囲気で行うことができました。また、多くの保護者

の方や卒業生も来校し、去られる先生方との別れを惜しんでいました。離・退任された先生方の今後

の益々のご活躍を祈念しております。 

 

新井 達明 県外転出 狩野 敬 みたけ台中へ 渡部 博之 新田中へ 

志田 佳子 退職 櫻井 光博 荏田南中へ 松浦 美智子 青葉台中へ 

戸田 緑 日吉台西中へ 松浦 里香 保土ケ谷中へ 平井 勇佑 上寺尾小へ 

本田 雅弘 緑が丘中へ 竹中 裕也 美しが丘中へ 金田 浩之 田奈小へ 

伊藤 嘉郎 もえぎ野中へ 樋口 裕子 退職 鈴木 花江 十日市場中へ 

 

ようこそ田奈中へ－着任された先生― 

 今年度もたくさんの先生方をお迎えしました。ご紹介します。 

 

清水 英彦 奈良中より 三村 太郎 東山田中より 新畑 正恵 すすき野中より 

川上 寬治 中川西中より 柴田 潤 日吉台西中より 吉岡 千晶 茅ヶ崎東小より 

松井 智志 奈良の丘小より 小野寺 猛 三ツ沢小より 春山 万里絵 新採用 

小野 夏美 新採用 吉 綾子 新採用 千代谷 義治 あかね台中より 

吉田 晴男 川和中より 石原 加代子 拠点校指導教諭 佐野 眞吾 拠点校指導教諭 

昌山 任 霧が丘小中より 峰 悠太 中山中より 山科 順志 中山中より 

吉良 和高 市が尾中より 平坂 知裕 非常勤講師 白倉 茂樹 非常勤講師 

小西 紗穂 非常勤講師 西川 早苗 非常勤講師 渡辺 清和 中川西中より 

関根 聖良 学校司書     

 

    明るい通学路になりました 

                   長津田商店街様のご厚意で、３月末に学校周辺に３本の街路 

                    灯が設置されました。格技場横に１本、正門前に２本設置さ 

れ、生徒の安全・安心を守っています。デザインもモダンで 

素敵です。 

                     いつも地域の子どもたちの安全・安心にご留意いただき、 

ありがとうございます。 

 

学校司書 関根先生より 

今年から学校司書が配置されることになりました。横浜市では市立学校の図書室に司書を配置することを 

四年前から始め、今年ですべての市立学校への配置が完了しました。図書全般に関わっているので、皆さん

とは図書室で関わることが多くなると思います。本を探しているときや本が破れてしまったりしたときなど、

気軽に声をかけてください。 



     今年もよろしくお願いします 
新年度が始まりました。新しい環境で学校生活に取り組む皆さんと共に、気持ちを新たにスター

トした教職員を紹介いたします。（２８.４.２０現在） 

 

 

一般級

個別支援級

高田 里枝子 増田　宣明 鈴木 裕幸

吉田　晴男 池田 悠 須藤　麻美

１組 粕谷　竜薫 吉田晴 池田 悠 滝野 上野　孝将 村上

２組 井手　大佑 高田 澤田　愛子 増田 川上　芳誉 依田

３組 千代谷　義治 菅原 西村　七瀬 滝野 稲葉　達也 柿﨑

４組 吉　綾子 菅原 那須　一博 清水 昌山　任 柿﨑

５組 川上　寛治 菅原 峰　悠太 増田 田中　良宗 小野

６組 春山　万里絵 吉田晴 越塚　圭子 清水 鈴木　和真 須藤

７組 山科　順志 吉田紀 柴田　将 新畑 江口　裕也 須藤

８組 黒木　貴美江 高田 平本　奈津子 滝野 鈴木 裕幸 吉良

９組 柴田　潤 吉田紀 安藝　ゆい子 新畑

大山　真木

江藤　陽子

高田 里枝子 増田　宣明 依田　順子

菅原　聡美 清水　英彦 吉良　和高

吉田　晴男 滝野　恵子 小野　夏美

吉田　紀子 新畑　正恵 須藤　麻美

柿﨑　三智子

生徒指導
専任

OJT　：　療休中の副校長に代わって業務を行い、地域や保護者の連絡窓口となります。

養護教諭

事務職員

永田　萌佳　吉岡　千晶

校長 星野　久美子

4

学年 1

非常勤講師 西島　太子　　坂本　晃　　白倉　茂樹　　小西　紗穂　　西川　早苗　渡辺　清和　
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平成２８年度　横浜市立田奈中学校　教職員組織

学級数
9 9 8

32

OJT 三村　太郎

学
年
所
属
教
職
員

副担

村上　孝文

平坂　知裕 中川　浩子

ＡＥＴ アンドリュー・シングルトン 学校司書 関根　聖良

松井　智志　川久保　輝美

カウンセラー

技術員

中村　光子

中村　文子　小野寺　猛



授業参観・学級懇談会・教育課程説明会実施－4月 16日（土）－ 
 授業参観では、新たなクラスでの授業の様子をご覧いただきました。その後の懇談会では、担任の

紹介、クラスの様子、学年の行事についての話を通し、保護者の皆様と親交を深めることができまし 

た。教育課程説明会では、本校の学校経営の基本方針、並びに本校の教育課程等について説明をさせ

ていただきました。お忙しい中、多くの保護者の皆様にご来校いただき、ありがとうございました。

何か不明な点等ありましたら、お問い合わせいただければと思います。 

 

皆さんのお家のそばにお邪魔します     

 本校では、担任が生徒の家の場所を確認して必要なときに備えたり、通学路

の状況を確認したり、地域の環境を把握して生徒理解を深める手立ての一つと

して、地域めぐりを実施しています。期日は４/２７（水）と４/２８（木）の

二日間で、お弁当なしの４時間授業の終了後、１３時３０分頃出発します。 

 各御家庭への訪問はいたしませんが、ご自宅の場所や通学経路等を確認させ

ていただきます。見かけましたら、声をかけていただければと思います。

 

田奈中の相談活動 
本校では、年間２回（３年生は３回）の個人面談（三者面談）のほか、年度 

当初と夏休み明けに教育相談（生徒と教員の二者面談）を行っています。 

また、月末には生活点検、定期テスト前には各教科で学習相談も行っていま

す。このような機会以外にも、自分のこと・友達関係・学習のこと等、困った

ことや気がかりなことがあったときは、いつでも気軽に相談をしてください。 

担任はもちろん、学年の先生、部活動や教科の先生、生徒指導専任の先生、 

養護の先生・・・いつでも、誰にでも、声をかけてください。あなたの立場に

なって、親身に対応します。 

 

●スクールセクハラ相談窓口● 
学校におけるセクシャルハラスメントをな 

くすため、田奈中における相談窓口を設けて 

あります。生徒や保護者からの相談については、 

次の先生に連絡してください。 

 

 

 

 

＊5 月のカウンセリングの予定 

・５月 ６日(金)  ９時～１７時 

・５月１３日(金) １３時～１７時 

・５月２０日(金)  ９時～１７時 

・５月２７日(金)  ９時～１７時 

カウンセラー専用直通電話 

電話０４５（９８１）８４６１ 

☆４月・５月のおもな予定☆ 
4 月 

22 日（金）16 日（土）の振替休日 

25 日（月）PTA 総会・部活動保護者説明会 

27 日（水）・28 日（木）地域巡り 

5 月 

2 日（月）自然教室保護者説明会（2 年生） 

6 日（金）修学旅行保護者説明会（3 年生） 

22 日（日）～24 日（火）自然教室（2 年生） 

24 日（火）遠足（1 年） 

25 日（水）2 年生代休、1 年生 9:40 登校 

●スクールカウンセラー● 
今年度も中村光子先生が、田奈中学校の学

校カウンセラーとして勤務します。今年度

も、中村先生は金曜日に来校します。心に関

する相談なら何でもＯＫです。相談は予約制

です。直接申し込むか、担任・生徒指導専任・

養護教諭にご相談ください。 

村上 孝文 （生徒指導専任） 

吉岡 千晶 （養護教諭）    

林  敏弘 （副校長） 

三村 太郎 （主幹教諭） 

電話 ０４５（９８１）３１０１(田奈中) 

教育総合相談センター（一般教育相談窓口） 

電話 ０４５（６７１）３７２６～８ 


