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世の中に たえて桜の なかりせば  

春の心は のどけからまし     在原 業平 

 散ればこそ いとど桜は めでたけれ  

憂き世になにか 久しかるべき   作者不詳 

４月１日付で、田奈中学校校長に着任いたしました佐塚保恵です。初めての緑区、

久々の大規模校に緊張しておりますが、４月５日に行われた、２・３年生の始業式で

も、午後の入学式でも、生徒たちの真っ直ぐにあげられた顔と美しいまなざしに、とても元気をもらいました。

新入生３２５名、２年生３２５名、３年生３４０名、合計９９０名の生徒の、平成２９年度、そして創立７０

周年の節目の年の船出を、地域や保護者、校区の小学校をはじめ、多くの皆様に見守っていただいていること

にも心から感謝しております。今後とも、ご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

さて、巻頭の二首の和歌ですが・・前任の星野校長先生のまねをして、季節にちなんだ言の葉を、時々掲出

しようと思っています・・一首目「世の中に桜がなかったら、まだ咲かないのかな、もう散ってしまうのかな、

などとはらはらせずに、のんびりとした気持ちでいられるのに。」と在原業平が詠んだところ、誰かはわから

ないけれど、二首目「桜は惜しまれて散るからこそすばらしいのです。世に永遠なるものは何もないのですか

ら。」と返したのです。皆さんはどちらの考え方に近いでしょうか。それとも全く違う思いがあるでしょうか。 

一つの物事のとらえ方は幾通りあってもよいのですね。それを互いに「そういう考え方もあるんだね」と認

め合い、『学び合い』、自分の考えの幅を広げていく。同時に、流されることなく「でもやっぱり自分はこう思

うんだよね」との思いもちゃんと伝え、重ならない『個性』も尊重し合う。いろいろなものを吸収して次第に

視野を広げ、社会全体へも目を向け、そこで暮らす一員としての自覚と規範意識を持って、自分の生き方を決

められるようになる、つまり『自立』していく。その基礎が中学生時代なのだと思います。新入生代表の中原

琳太郎さんの言葉の中にも『僕は、これまで、両親や学校の先生方によって作られた道を歩んできました。し

かし、これからは中学生です。自分が進む道は自分で考え、責任をもって歩んでいかなければなりません。三

年後、自分がどのような姿になっていたいかを想像し、この道を作っていきたいと思います。』とありました。

心から応援したい決意です。そのような在校生一人ひとりを大切に全力で支援していくことが、また、私たち

教職員の道なのだという自負を持って、田奈中学校の新しいページを共に刻んでいきたいと思います。保護者

の皆様のご理解ご支援も、学校の大きな力です。子どもたちのため、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

とはいえ、新しい環境に慣れるのにはいつもよりパワーがいります。あせらず一歩一歩足固めをしていきま

しょう。式でお話しした「心のこもったあいさつ」「一生懸命」「発信力･受信力」「命の尊重」「すべての人へ

の感謝」それらは、心に留めながら！  これからの日々が本当に楽しみです。 
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４月号 
平成２９年４月１６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】  
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お別れ－離退任任された先生方― 

 ３月２４日（金）、４月６日(木)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。 

星野久美子 校長 軽井沢中へ 山科 順志 教諭 中山中へ 白倉 茂樹 教諭 新田中へ 

田中 良宗 教諭 すみれが丘小へ 平坂 知裕 教諭 有馬高校へ 西川 早苗 教諭 あかね台中へ 

上野 孝将 教諭 西中へ 峰 悠太 教諭 未定 渡辺 清和 教諭 未定 

川上 芳誉 教諭 汲沢中へ 吉田 紀子 教諭 ご退職 岩永 真理 教諭 大綱中へ 

千代谷 義治 教諭 軽井沢中へ 吉良 和高 教諭 中山中へ   

 

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。 

 

佐塚 保恵 校長 南瀬谷中から 佐藤 仁紀 教諭 横浜吉田中から 小礒 敦子 教諭 川和中から 

西村 禎子 教諭 本宿中から 小玉絵里子 教諭 鴨志田中から 福田 知子 教諭 中川中から 

和田 美穂 教諭 都田中から 佐野 太一 教諭 保土ヶ谷中から 佃 将仁 教諭 新田中から 

葛西 綾子 教諭 六角橋中から 九嶋ひとみ 教諭 横浜総合高校から 本橋さつき 教諭 中山中から 

志内 克行 教諭 鶴見中から 河原 誠 教諭 中田中から 大澤 康子 教諭 あざみ野中から 

長谷川 賢 教諭 矢向中から 近藤 正訓 教諭 中川西中から 西崎 孝典 教諭 南瀬谷中から 

 

ＡＥＤ研修を行いました 
４月７日、本校道場にて心肺蘇生法研修が行われました。当日は長津田消

防出張所の方や消防団の方にも来校していただき、正しい心肺蘇生法の方

法やＡＥＤの使用の仕方について職員に教授していただきました。 

 突発的な事故が発生した際などに的確に対応できるよう、正しい知識を

身につけることができました。本校ではＡＥＤは体育館に常備しています。 

 

学校での様々な活動を紹介します！ 

 学校便りでは学校行事や部活動などの結果を紹介していきます。 

今回はまだ数が少ないですが、これから先の田奈中生の活躍を 

ご期待ください！！ 

【野球部】 

 ○緑区春季野球大会 第３位 

      ３月２８日 中山中学校・３０日 霧が丘学園 

 

読売中高生新聞を提供していただきました！ 

４月１４日読売センター長津田 

所長の吉江様のご厚意で読売中 

高生新聞を全校生徒分提供して 

いただきました。社会で起きて 

いることを考えたり、新聞その 

ものが作られる仕組みを考えた 

りする活動に役立てていきます。 

感謝申し上げます。 



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。（２９.４.13 現在） 

 

一般級
個別支援級

担任 副担 担任 副担 担任 副担

１組 稲葉　達也 柿﨑 川上　寛治 清水 池田　悠 滝野

２組 佃　将仁 柿﨑 吉　綾子 依田 平本　奈津子 増田

３組 佐藤　仁紀 黒木 菅原　聡美 小礒 志内　克行 新畑

４組 河原　誠 黒木 和田　美穂 依田 安藝　ゆい子 小玉

５組 小野　夏美 吉田 柴田　潤 清水 長谷川　賢 滝野

６組 福田　知子 吉田 九嶋　ひとみ 高田 澤田　愛子 増田

７組 佐野　太一 葛西 井手　大佑 高田 那須　一博 西村禎

８組 鈴木　和真 葛西 昌山　任 小礒 越塚　圭子 西村禎

９組 江口　裕也 鈴木裕 粕谷　竜薫 小礒 柴田　将 新畑

大山　真木

江藤　陽子

進路指導
主任

生徒指導
専任

養護教諭 永田　萌佳　吉岡　千晶 カウンセラー 中村　光子

事務職員 松井　智志　川久保　輝美 技術員 中村　文子　小野寺　猛

学
年
所
属
教
職
員

村上　孝文

非常勤講師 須藤　麻美　 　小西　紗穂　　 坂本　晃　　　西﨑　孝典　　本橋　さつき　　大澤康子

ＡＥＴ アンドリュー・シングルトン 学校司書 関根　聖良

西村　七瀬

柿﨑　三智子

黒木　貴美江

吉田　晴男

葛西　綾子

学年主任

学年副主任

学
　
級

１０組 中川　浩子

鈴木 裕幸

柿﨑　三智子

学年 1 2

高田 里枝子

川上　寛治

三村　太郎

3

学級数
9 9 9

3

鈴木　裕幸 高田　里枝子

近藤　正訓

平成２９年度　横浜市立田奈中学校　教職員組織

校長 佐塚　保恵 副校長

（梅谷　章）

清水　英彦

依田　順子

増田　宣明

池田　悠

増田　宣明

小礒　敦子

(柳澤龍一郎）

那須　一博

林　敏弘

滝野　恵子

新畑　正恵

西村　禎子

小玉　恵理子



部活動の仮入部が始まっています－4月 1３日（木）～４月２４日（月）－ 
新入生にとって、中学校生活の中で楽しみにしている活動はやはり「部活動」。田奈中学校では、

現在仮入部期間中です。１年生は熱心に活動に励んでおり、また上級生も張り切って指導にあたって

います。仮入部は２４日（月）までで、２４日（月）に開催される部活動全体保護者会を受けて、本

入部となります。 

 

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（木）と４/２８（金）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１２日(金) １３時～１７時 

・５月１９日(金)  ９時～１７時 

・５月２６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 

2１日（金）16 日（日）の振替休日 

2４日（月）PTA 総会・部活動保護者説明会 

      副教材費集金日 

27 日（木）・28 日（金）地域巡り 

5 月 

１日（月）自然教室保護者説明会【2 年生】 

２日（火）修学旅行保護者説明会【3 年生】 

１８日（木）～2０日（土）自然教室【2 年生】 

１９日（金）校外学習【1 年】 

      修学旅行・進路説明会【3 年生】 

２２日（月）2 年生代休 

２６日（金）体育祭予行 

３０日（火）創立７０周年記念体育祭 

●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）    

三村 太郎 （副校長） 

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 


