
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

     

「さ・く・ら 咲く」 

校長 井上 菜穂子 

 

３月末ごろはとても暖かい日が続き、桜がすごい勢いで咲き、あっという間に散ってしまった…ように 

感じました。お花見の自粛が推奨されている世の中のせいもあり、じっくりと桜を見上げるのが悪いこと 

のように思ってしまうので、そんな印象になったのかもしれません。 

  「お花見」というのは普通桜のことを指しますよね。むかーしの日本では和歌の中などに出てくるよう 

に、はなと言えば当然桜を指しました。 

 

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 

古今和歌集 在原業平 

 

（この世に桜がなかったら、いつ咲くかいつ散るか、ソワソワ気にしないですむのに）

華やかに咲きながら、あっという間に散ってしまうからこそ、桜をめでる気持ちが強まる、この桜め、 

にくいなあ（ホントは大好き）という、そんな歌です。この歌はちゃんと「桜」と言っているのが印象的で

すが、春を思う気持ちは今も昔も変わらないなあと思い、好きな歌の一つです。 

おめでたいことがあったとき、「桜が咲く」という言い方をします。またまた昔の話ですが、電報で良い 

知らせを短く（料金が安くすむので）伝えるために「サクラサク」という表記をしたことがありました。今

はＳＮＳで短く「あけおめ」とか「り」とか、私には理解できない言葉が並んだりしますが、それにも「は

やりすたり」があるようで、笑えます。 

 

新学期を迎えた２、３年生も、ピカピカ音がするような新入生も、明るい日差しのこの４月に、皆さんの

心にたくさんの桜が咲きますように！マスクで表情が見えにくいですが、マスクの下の口元はきっと笑顔の

スマイルマークだよね、見えにくいからこそ自分の気持ちを伝えていこう、というお話を始業式にいたしま

した。入学式では、自分・友達・時間を大切に、挨拶をしっかりしよう、というお話をしました。これから

の皆さんの元気な姿を、かがやく笑顔を、教職員一同楽しみにしています。 
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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/
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うららかな春風と、暖かい春の光とともに、わたしたち３０２名の新入生は多くの方の祝福 

を受け、無事入学式を迎えることができました。本日は、このような立派な入学式を行ってい 

ただき、大変うれしく存じます。 

    私達は、これから始まる中学校生活に対する不安を抱きつつ、どんな毎日が待っているのか 

という期待も抱きながら、今日この日を迎えました。 

    これから始まる三年間の田奈中学校で過ごす日々の中で、勉学はもちろん、部活動や生徒会 

活動などにも、積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

    今なお世界で紛争が起こり、平和を求め続けている人々がいる現代の中で、世界の平和を願 

いつつ、様々な視点から考え、多様な意見を尊重し、課題解決に向けて取り組んでいくことが、 

次世代を担う私達の責務であると感じております。 

    この三年間で私自身は、目の前におかれたひとつひとつの物事を感謝してこなし、経験に学 

び、未来に発信することのできる、そんな人になりたいと考えております。 

    私達は、中学校生活の一日一日を大切に生きていくとともに、中学校に通うことができると 

いうことに感謝したいと思います。 

    これから新たな経験を積み重ねるにあたり、先生方や先輩方、保護者の皆様にはご迷惑をお 

かけしたり、お力をお借りすることがあるかと思います。その際には、どうぞ時には厳しく、 

そして時にはあたたかくご指導くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

    私達新入生一同は、これからお世話になる方々への感謝の気持ちを忘れず、田奈中学校の生 

徒としての自覚をもち、今日まで田奈中学校の歴史と伝統を築き上げてくださった先輩方に恥 

じることのないよう、ひとつひとつの行動に責任をもち、自立した中学校生活を送れるよう精 

進してまいります。そして、この三年間多くの出会いを大切にしつつ、それぞれの夢や目標に向 

かって、たゆみない努力を続けていきたく思います。 

    最後になりましたが、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日はまことにありがとうござい 

ました。 

 

令和三年四月七日 

                                     新入生代表  

 

 

 

お別れ－離・退任任された先生方― 

 ４月８日(木)に行われた離任式で、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。今年も放送を使った映像での離任式となりましたが、教室では、離任される

先生方からのお話に真剣に耳を傾けることができました。画面越しではありましたが、去られる先生

方との別れを惜しんでいました。離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。 

増田　宣明　教諭 蒔田中・副校長 佐藤　雅之　教諭 瀬谷中へ 江口　順子　教諭 末吉中へ

那須　一博　教諭 荏田南中へ 吉田　晴男　教諭 あざみ野中へ 山田　正彰　学校用務員 長津田小へ

平本　奈津子　教諭 市ヶ尾中へ 小礒　敦子　教諭 日吉台中へ 林　延幸　教諭 十日市場中へ

井手　大佑　教諭 新田中へ 勝岡　貴大　教諭 川和中へ 髙橋　一馬　教諭

アントニオ　サラザー　AET 岡本　一敏　スクールカウンセラー
 



宮原　啓輔　教諭 大綱中から 植松　久詞　教諭 東山田中から 鞠谷　陽介　教諭 上の宮中から

高垣　俊也　教諭 浦島丘中から 熊原　千寛　教諭 初任 二上　弥生　教諭 東山田中から

中島　茜　教諭 初任 長谷川　美沙　教諭 黒須田小から 冨田　淳史　事務職員 緑が丘中から

布田　直人　教諭 初任 橋本　郁也　教諭 初任 野口　一美　学校用務員 緑園東小から

ハナ　オドワイヤー　AET 小池　真利子　スクールカウンセラー
 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。（R3.４.９現在） 

一般級

個別支援級

担任 副担 担任 副担 担任 副担

１組 志内　克行 滝野 佐藤　仁紀 佐野 粕谷　竜薫 中島

２組 新畑　正恵 清水 高垣　俊也 小玉 宮原　啓輔 春山

３組 植松　久嗣 越塚 西山　智裕 海老原 吉　綾子 髙田

４組 樋口　恵輔 滝野 葛西　綾子 佐野 長谷川　賢 橋本

５組 木村　綾太 渡辺 江口　裕也 小野 祖父江　和美 川上

６組 西村　七瀬 村上 松本真由子 鈴木 松下　竜介 中島

７組 熊原　千寛 越塚 布田　直人 小玉 文岡　由美 橋本

８組 柴田　将 長谷川 和田　美穂 海老原 柴田　潤 春山

９組 河原　誠 小野

二宮　岩子 加藤　俊次 齋藤　大輔

鞠谷　陽介 中川　浩子 彌重　太一

小杉美智子

ＡＥＴ ハナ・オドワイヤー 初任研指導員 坂村　暁

事務職員 　　冨田淳史　磯部紀子 学校用務員 　三原典子　野口一美

職員室アシスタント 柏﨑麻理子　 学校司書 斉藤　律子

生徒指導専任 村上　孝文

非常勤講師 須藤麻美　　　大澤康子　　　森フジ子 　　長　順子　　　柿崎三智子 　 二上弥生

養護教諭 吉岡千晶 　新明萌佳　　 カウンセラー 小池真利子

川上　寛治

村上　孝文

進路指導主任 川上　寛治

学年主任 越塚　圭子 鈴木 裕幸 髙田 里枝子

学
年
所
属
教
職
員

（
副
担
任

）

滝野　恵子 佐野　太一 中島　茜

渡辺　ひとみ 小玉　恵理子 春山 万里絵

長谷川美沙 海老原巧人 橋本　郁也

清水　英彦 小野　夏美

学年副主任 志内　克行 江口　裕也 川上　寛治

学
　
級
　
担
　
任

１０組

令和３（2021）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 篠原　武

学年 1 2 3

学級数
8 9 8
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●スクールカウンセラー● 
今年度新たに小池真利子先生が、田奈中学校の学校

カウンセラーとして勤務します。小池先生は金曜日に

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。 

「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。今まで図

書室をあまり利用していなかった人はこの機会にぜひ利用してみてくだ

さい。13 日（火）から開館の予定です。 

 

●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。 
 

０校時の学習を始めます 

 今年度、「学びの保証・基礎学力の定着・復習の時間を確保する」という観点から、毎朝 10分間の０校時時程の試行

を始めます。学習のためにドリルを購入していただき、教材としますが、ドリル到着までは朝読書にも取り組みます。

図書室の貸出開始は GW明けになりますので、それまで朝読書用の本の準備をお願いします。登校時間に変わりはありま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   部活動の仮入部が始まります－４月１３日（火）～４月２３日（金）－ 

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、本日より

仮入部が始まりました。仮入部は２３日（金）までで、２７日（火）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。今年度の部活動保護者説明会は、密を避けるため、新入生の保護者のみの参加となり

ます。 

地域めぐり・皆さんのお家のそばにお邪魔します 

 本校では、職員が通学路の状況を確認し、学区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４/２３（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。 

 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

休業明けに教育相談（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（気になることや、相談したい人を記入してもらい、相談

活動につなげています。）、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。 

 

 

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や学

校外の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にご

期待ください！！ 

               

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 

村上 孝文 （生徒指導専任） 

吉岡 千晶 （養護教諭）    

篠原 武  （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 


