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「新しい風」    校長 井上 菜穂子 

 

新年度、新しい日々がスタートしました。１年生の皆さん、ようこそ田奈

中学校へ。 

２，３年生の皆さん、進級おめでとうございます。始業式、入学式の日は本

当に良いお天気で、桜の花が舞う暖かな日差しの中、元気な笑顔の皆さんと

お会いできました。        

１年生は、小学校の頃イメージしていた中学校と比べてどうですか。最初

は迷路のように感じていた各教室の並びもだいたいわかり、少しずつ中学生らしい顔つきになってきたようで

す。中学校はたくさん学ぶところです。国語に社会に…だけでなく、人とのかかわり方や集団の中でのマナー

など、小学校で学んできたことにさらに磨きをかけて、「さわやかな中学生になる」ことをめざしましょう。

入学式では、二つお話をしました。一つは、知識を得るだけでなく活用することが本当の学びであること。二

つ目は、周りを見て判断し、お互いの良さを認め合う関係を作りましょう、それが大人に近づくということで

すという内容でした。今後の参考にしてみてください。 

２，３年生の皆さんは、新しいクラスや新しい先生方との出会いを少し緊張しながら迎えていました。上級

生としての落ち着きある言動はさすがですね。授業の様子を眺めて回ると、各クラスから目標を決めたり、係

に立候補したり、活気のある声が聞こえてきています。廊下やグラウンドでは、気持ちの良い挨拶をしてくれ

ています。始業式では、授業の取り組み方、「よく聞く」ことの大切さ、うなずきながら反応を見せる聞く態

度の重要さなどをお話ししました。心がけてくれたらうれしいです。 

 

 さて、私も実は新１年生と同じで、田奈中学校にこの４月に着任いたしました。伝統ある田奈中学校に来る

ことができて、その歴史が物語るさまざまなものに触れられるのを楽しみにしています。新しい学校はすべて

が新鮮で、朝起きたとき、「さあ今日もがんばるぞ～」と伸びをして出かけてきています。春っていいですね。

植物や生き物が生き生きと活動し、学校や会社、世間も「新年度」という新しい節目を迎える気持ちになりま

す。適度な緊張とワクワク感と、慣れないゆえの疲れも快感に変えていく、前向きな気持ちをもちたいもので

す。新しい仲間、新しい先生方と『失敗が許される温かい仲間づくり』をしていきましょう。 

 新しくきた方だけでなく、去年と違う自分も「新しい風」になれます。「なまけていた自分とお別れだ」「苦

手なことにも頑張る自分になる」など、『自分の可能性を広げられる人』になりましょう。 

 私も含めて「新しい風」デビューの皆さんを心から応援していますよ。皆さんの教室には、さあ、どんな風

が吹いていますか。 
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平成３１年４月２２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】  

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（月）、４月８日(月)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。 

佐塚 保恵 校長 退職 依田 順子 教諭 退職 福田 知子 教諭 あかね台中へ 

田淵 隆斗 教諭 南戸塚中へ 佃 将仁 教諭 中川中へ 林 美和 教諭 あかね台中へ 

野谷 紀子 教諭 未定 上野 喜雄 教諭 茅ケ崎中へ 松井 智志 事務職員 黒須田小へ 

小野寺 猛 技術員 中川中へ 関根 聖良 学校司書 鴨志田緑小へ 戸塚 節子 職員室アシスタント  奈良の丘小へ 

 

 

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。 

井上 菜穂子 校長 茅ケ崎中から 青山 卓弘 教諭 秋葉中から 木村 綾太 教諭 寺尾中から 

祖父江 和美 教諭 鴨志田中から 小杉 美智子 教諭 十日市場中から 森 フジ子 教諭 茅ケ崎中から 

伊藤 仁 教諭 東鴨居中から 齋藤 大輔 教諭 緑が丘中から 藤岡 光樹 教諭 東山田小から 

磯部 紀子 事務職員 樽町中から 山田 正彰 技術員 小机小から 斉藤 律子 学校司書 
長津田第二小 

から 

柏﨑 麻理子 職員室アシスタント 新規 

 

職員安全研修を行いました 
４月９日、本校道場にて安全研修（救急法）が行われました。当日は緑

消防所より２名の救急隊員の方に来校していただき、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。 

 

 

                                      「子ども読書の日」 

                                  ４月２３日は「子ども読書の日」となっており 

                                             ます。本校図書室も年々整備が進んでおり、おもし 

                                             ろそうな本がたくさん 

                         入っています。いままで 

                         図書室をあまり利用して 

                             いない人はこの機会にぜひ利用してみてください。 

 

 

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。これから先の田奈中生の活躍を 

ご期待ください！！ 

        



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。（３１.４.13 現在） 

 

２０１９年度 横浜市立田奈中学校 教職員組織 

校長 井上 菜穂子 副校長 我妻 智之 

学年 1 2 3 

学級数 
一般級 8 8 9 

個別支援級 3 

学年主任 髙田 里枝子 鈴木 裕幸 髙田 里枝子 

学年副主任 川上 寛治 江口 裕也 川上 寬治 

    担任 副担 担任 副担 担任 副担 

学 

級 
 

１組 川上 寛治 吉田 佐藤 仁紀 小玉 川上 寬治 林 

２組 吉 綾子 清水 田淵 隆斗 小玉 渡辺 ひとみ 林 

３組 青山 卓弘 髙田 佐野 太一 野谷 井手 大佑 小礒 

４組 藤田 瑠美 加藤 福田 知子 野谷 藤田 瑠美 髙田 

５組 柴田 潤 髙田 佃  将仁 長澤 柴田  潤 小礒 

６組 祖父江 和美 渡辺 小野 夏美 村上 吉  綾子 菅原 

７組 井手 大佑 加藤 河原  誠 江口 池田  悠 滝野 

８組 粕谷 竜薫 渡辺 西村 禎子 江口 和田 美穂 清水 

９組     
  

粕谷 竜薫 滝野 

１０組 二宮 岩子   中川 浩子   大山 真木   

 
 

学
年
所
属
教
職
員 

増田 宣明 鈴木 裕幸 高田 里枝子 

 
 

依田 順子 江口 裕也 清水 英彦 
 

 

上野 喜雄 野谷 紀子 菅原 聡美 

 
 

吉田 晴男 小玉 恵理子 滝野 恵子 

 
 

春山 万里絵 長澤 恵子 林 美和 

 
 

    村上 孝文 小礒 敦子 

進路指導主任 菅原 聡美 

生徒指導専任 村上 孝文 

非常勤講師 須藤 麻美   西﨑 孝典  大澤康子 

養護教諭 吉岡 千晶  長 順子 カウンセラー 岡本 一敏 

事務職員 松井 智志 宮川 雅道 技術員 小野寺 猛  三原 典子 

ＡＥＴ チュングルー・モンロー 学校司書 関根 聖良 

職員室アシスタント 戸塚 節子     

 



部活動の仮入部が始まっています－４月１２日（金）～４月２５日（木）－ 
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２５日（木）までで、２５日（木）に開催される部活動保護者説明会を受けて、本

入部となります。 

地域訪問・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４/２６（金）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。 

 

カウンセラー専用直通電話（金曜日） 

電話０４５（９８１）８４６１ 
 

カウンセラーの不在時は、学校に電話してください。 

     ０４５（９８１）３１０１ 

☆４月・５月のおもな予定☆ 
 

4 月 

２５日（木）PTA 総会 

部活動保護者説明会 

２６日（金）地域巡り 17:00 完全下校 

 

5 月 

 ７日（月）朝会（8:30 体育館整列完了） 

１０日（金）保護者対象教育課程説明会 

１７日（金）～１８日（日）３年修学旅行 

２０日（月）～２１日（火）3 年生代休 

２３日（木）～２５日（土）２年自然教室 

２７日（月）2 年生代休 

２８日（火）～歯科・心電図・耳鼻科・尿検査 

●スクールカウンセラー● 
今年度も岡本一敏先生が、田奈中学校の学

校カウンセラーとして勤務します。岡本先生

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）    

我妻 智之 （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 


