
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

創立７０周年の歴史の重み    校長  佐塚 保恵 

 ３月２１日の「名残の雪」には驚かされました。本当に寒くて、寒い・冷たいを連発していた私は、美しく

咲いて春を知らせていた花々や、桜の花の芽が、凜と耐えているのに気づき、何だか気恥ずかしくなりました。 

 さて、田奈中学校創立７０周年の節目の年は、皆さんにとってどんな１年だったでしょうか。学校や自分自

身が目指していたことへの達成感や反省を伴った振り返りとともに、様々な取組や経験が、この節目に在校し

ていた者にしか体験できないこととして皆さんの心にいつまでも深く刻まれていくと良いなと思います。私は

卒業式で、文豪ゲーテの「自分自身を信じるだけでいい。きっと生きる道が見えてくる」という言葉を贈りま

した。もちろん在校生にも贈りたい言葉です。『いろいろなことがあるけれど、自分を大切にできれば、自分

も周囲の人も幸せにすることができる。前に進んで様々な可能性に出会うことができる』ということです。そ

のために、学生としての本分の「学びの努力」を続けていくことが大切なのですね。もうまもなく始まる平成

３０年度は、卒業生にとっては新たな場所で自分を輝かせ始める年、在校生にとっては７０周年の歴史の上に、

さらなる高みを目指した歩みを進める１年となります。春休み、しっかり充電して笑顔で会いましょう。 

 保護者の皆様、地域の皆様、歴代ＰＴＡの皆様、言葉にできないほどの温かいご支援をいただきました。 

心から感謝しております。今後も、お預かりしている生徒たちの豊かな育成に向けて、職員一同誠心誠意努力

いたしますので、ご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 「graduation」と「commencement」    副校長  三村 太郎 

 3 月 9 日、今年も地域の方や保護者の方に同席をいただきながら 300人を超える 3 年生が田奈中学校か

ら巣立っていきました。とても立派な卒業式でした。式場から退場する卒業生が、担任に大きな声で感謝の

言葉をかけている場面を見ながら、以前に聞いた「卒業」という言葉に込められた意味の話を思い出しまし

た。日本では「graduation」という英単語を使います。そこにはその場所から去るという門出の意味があ

り、関わっていただいた皆さんに感謝をする大事な場面です。一方、アメリカでは「commencement」と

いう単語も使います。そこには門出という意味と同時に「始まり」という意味が含まれます。「beginning」

と同じ意味です。田奈中を卒業した日が次のステップの始まりでもあるのです。これからの社会はとても変

化が大きく、それに対応できる柔軟な能力が必要とされると言われています。ぜひ、田奈中を巣立つ生徒の

皆さんには、この学校で培った事を大切にしながら活躍してほしいと願うばかりです。 

今年度は創立 70 周年記念の年であり、保護者をはじめ、地域の方々、本校ＯＢＯＧの方々に多大な支援

をいただきながら「あゆみ」を振り返ることができました。田奈中学校のあゆみはこの先もずっと続いてい

きます。地域に根ざした学校づくりに向けこれからもご支援、ご協力をお願いいたします。 

     

 

 
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】  

（４） 学力を身につける生徒を育てま

す。            【知】 

（５） 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】 

（６） 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】  

 
 

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

 

    

 

 

 

 

 

 

３月号 
平成３０年３月２３日     

横浜市立田奈中学校 

 

 

 

 

 

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


＜百人一首大会 個人戦＞ 

今年も永世クイーンをお招きして、百人一首大会個人戦が開かれました。２月２６日（月）と２８日

（水）の二日間、道場で熱気あふれる戦いが行われました。今年は１年生の躍進めざましく、その姿を

見ながら、上級生はもちろん、同じ１年生も「来年こそは」の思いをかみしめて大会を終えました。  

大会結果は次の通りです。 

 

 

 

 

 

   

      

＜卒業式＞ 

 第７１回卒業証書授与式が３月９日に行われました。３年間の中学校生活、そして９年間の義務教育 

を修了した３３９名が、3 年間のさまざまな思いと新たな決意を胸に、田奈中学校を巣立っていきました。

立派に成長し、卒業証書を受け取る 3 年生１人ひとりの姿に感動を覚えるとともに、次の田奈中を背負っ 

て立つ 2 年生の歌声・態度も素晴らしく、頼もしさを感じました。「未来に向けて夢と希望の花を咲かせよ

う」との在校生からのメッセージを胸に、それぞれの進路先での活躍を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

優勝  １年 阿部 七海・酒井 凜ペア 

準優勝  １年 木村 結・廣田 華琳ペア 

３位   １年 倉地 礼菜・太田 和希ペア／中島 千裕・山﨑 綾香ペア 

 



＜２年生 学年ミニ文化祭＞－３月１２日－ 

３年生の卒業を見送り、「来年度は自分たち赤学年が学校をリードしなければ」という思いを強く

しました。昨年度はクラスのまとまりを、今年度は学年のまとまりを…ということで開かれたミニ文

化祭。さまざまな出し物、クイズにみんなで笑い、盛り上がり、学年の絆を確かめ合いました。学級

委員が輪の中心に立ち、学年全体で組んだ円陣。１年の締めくくりの楽しい思い出となりました。 

 

 

 

                       

＜２年生 学習発表会＞－３月１５日－ 

 ２年生では、昨年末から修学旅行の事前学習に取り組んできました。冬休みの課題レポートとして個人で

寺社調べを行い、年明けからは各クラス６班に分かれて、コースづくりを行いました。来年度の修学旅行は、

二日目が班別自主行動です。新しいクラスで新しい班を作り、行動計画を作ります。そのため、計画づくりの

練習の意味もありますが、どんなテーマでプランを作るのか、魅力的なコースづくりを心がけました。 

また、発表形態も聞き手を惹きつけるものとなるよう、工夫を凝らしました。同時期に多くの行事があり、

もっと時間がほしいところではありましたが、班員で協力し合い、個性ある発表ができました。 

 

 

 

                                

＜２年生 球技大会＞－３月１６日－ 

 朝から、重い雲が空を覆い、「このまま中止になってしまうのか…。」と不安がよぎりましたが、２年生の元

気に押されたのか、大きく天候が崩れることなく、２年生最後の行事「球技大会」が行われました。 

はじめから盛り上がり、男女互いに応援し合う姿からは、昨年度以上の学年の、クラスの絆を感じました。 

 

 

 

 

                                   

 

男子 １位 ３組       女子 １位 ５組        男女総合 １位 ３組 

   ２位 ６組          ２位 ４組             ２位 １組 

   ３位 １組          ３位 １組             ３位 ６組 

 



＜１年生 球技大会＞－３月１５日－ 

先週木曜日午後、予定通り１年生の球技大会が行われました。種目はドッヂボール、男女別のチームで各ク

ラス総当たりのリーグ戦を行いました。実行委員は生活委員が務め、戦い方や試合時間、開閉会式の運営、当

日の移動の声かけや審判の役目と一生懸命に行っていました。昼休みに練習していたクラス、試合前に作戦を

立てていたクラス、円陣を組み気合を入れていたクラス・・・とクラスの取り組み方もいろいろでしたが、時

折強く吹く風にも負けず、クラスのために元気にプレーしていました。 

   男子  １位 ９組     女子  １位 ８組     総合  １位 ９組 

       ２位 ４組         ２位 ９組         ２位 ８組 

       ３位 ２組         ３位 ７組         ３位 ４組 

 

 

 

 

 

 

 

＜１年生 学習発表会＞－３月１６日－ 

１年生は、５月１７日～１９日に行う自然教室がどのようなものかを知り、自然教室を自分たちの手でつく

る意識を高める目的で事前学習発表会を行いました。この発表会では、『なぜ自然教室に行くのか』を劇で伝

える班や、本やインターネットなどから調べた情報を模造紙にまとめる班、キャンプファイヤーとはどんなも

のかを実演する班、学年の歌を決めて発表する班、自然教室で行う体験学習について発表する班、学年旗・カ

ウントダウンボードを作成する班に分かれ、それぞれが学習したことを、体育館で学年全体に発表しました。 

 どの班も学習してきたことをみんなに知ってもらうために、どのように伝えればいいかを考え、様々な工夫

を凝らした発表ができていました。この発表会を通して、自然教室に行く目的を理解し、長野についての知識

も増え、３日間の活動内容もわかり、本番の活動が楽しみになったのではないかと思います。 

生徒が定めた学年目標は･･･FLOWERS！その意味を、生徒一人ひとりが実感するための活動が･･･続きます。 

 

 

 

 

 

平成３０年度 ４月の主な予定 

４月 ５日（木） 着任式・始業式、入学式 

   ６日（金） 離任式 

  １４日（土） 授業参観、懇談会、教育課程説明会 

  ２０日（金） 代休 

  ２４日（火） PTA 総会、部活動保護者説明会 

日課表が変わります！ 

新学期より日課表が変わります。8 時 35 分が始業

の時間になります。２・３学年の生徒の皆さんは気

をつけましょう。詳しくは 3 月 19 日に配布いたし

ました手紙を確認してください。 



 

２・３月の活動報告 敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹奏楽部 定期演奏会に行こう！      入場無料です！！ 
今年度も東関東大会や日本管楽合奏コンテスト全国大会に出場するなど大活躍の吹奏楽部ですが、春休み恒例の

定期演奏会を開催いたします。この演奏会は、１年間の締めくくりでもあり、３年生にとっては中学校の活動の最

後を飾るものでもあり、思い入れの強い演奏会です。また、地域の皆さまに温かい応援をしていただき、その感謝

の気持ちもこめて演奏致します。趣向を凝らしたブラックライト音楽劇「シンデレラ」や氷結のＣＭとして

も有名な「Paradise Has No Border」、今年のヒット曲「ＴＴ」「ＲＡＩＮ」「渡月橋」「打上花火」などを

集めた「J－BEST'1７～201７年 J―POP ベストヒッツスペシャルメドレー」や田奈中オリジナル「Ｔ

ＡＮＡカーニバルＭＩＸ」など楽しいこと請け合いです。生徒の皆さんも、保護者・地域の皆さまも、是非ご来場

ください。入場無料です！ 

 

   日 時：平成 30年３月 31日（土）   午後４時３０分 開場    午後５時 開演 

   会 場：横浜みなとみらいホール （みなとみらい線「みなとみらい」駅５番口下車徒歩５分） 

   演 目：『J-BEST‘1７～201７年 J―POPベストヒッツスペシャルメドレー～』、 

『ジブリ・メドレー』、「Paradise Has No Border」、「TANAカーニバル MIX」、 

交響曲第１番「アークエンジェルズ」作品５０（２０１７度吹奏楽コンクール自由曲）、 

ブラックライト音楽劇「シンデレラ」 など 

 

打楽器六重奏予選通過・ｻｸｿﾌｫ―ﾝ八重奏銀賞受賞！ 
３月１１日（日）に、もみじホール城山でおこなわれたサクソフォーン協会のアンサンブル・コンクールで

は、サクソフォーン八重奏が銀賞を受賞しました。 

また、打楽器協会の第１６回ジュニア打楽器アンサンブルコンクールでは打楽器六重奏が１次審査を通過し、

３月２７日（火）昭和音楽大学汎用ホールでおこなわれる全国大会に出場する事となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【陸上競技部】  

  ○相模原クロスカントリー大会２０１８ 

   ３月１０日 相模原ギオンスタジアム                         

中学男子の部 ３ｋｍ 

富田 翔   ９分３１秒 第５位 

中学女子の部 ３ｋｍ 

倉地 礼菜 １０分５４秒 第３位 

岩永 渚沙 １１分００秒 第６位 

 

 

 

                                                                                                                        

   

 

   

 

 

【剣道部】  

○寒川お団子杯争奪中学校剣道大会 

３月１７日  寒川町立寒川中学校 

女子三位 椎野・車谷・田代・小川・佐々木 

 

【女子バレーボール部】  

○みつば一年生研修大会 

３月４日  田奈会場 第１位    

          

【バスケットボール部】  

○緑区U－13 バスケットボール選手権大会  

     男子 第 1位   

      女子 第 2位   

 

 

 

打楽器 八重奏 

P eｒ１ 田井 里奈 

P eｒ２ 髙橋 旺我 

   P eｒ３ 原見 黎生 

P eｒ４  佐野 日菜 

P eｒ５  山本 陽菜 

P eｒ６  奥村 凛 

Ｓax. 八重奏 

Ｓ.Ｓax.１ 原 奏音 

Ｓ.Ｓax.２  関 亜由菜 

Ａ.Ｓax.１  京野 晴 

Ａ.Ｓax.２  小町 柚衣 

Ｔ.Ｓax.１  植木 里花 

Ｔ.Ｓax.２ 浦田 美春 

Ｂ.Ｓax.１ 福田 美咲 

Ｂ.Ｓax.２  尾島 花音 

●スクールカウンセラー● 

田奈中学校の学校カウンセラーは。来年度も、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。    カウンセラー専用直通電話  ０４５（９８１）８４６１ 

電話０４５（９８１）８４６１ 



 


