
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】  

前期期末テス 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

「輝く姿」 

校長 井上菜穂子 

   

9月に入って少しずつ秋らしいさわやかな日が増えてきました。定期テストを終え、学校には生徒たちの日

常が戻ってきました。テストの頃の少しひきしまった皆さんの表情もまたいいものですね。 

 

夏休み明けのテレビ放送では、今年もさまざまな部門で、また部活動などで多くの生徒の表彰ができました。

受けとるときの少しはにかんだ笑顔を見るのはうれしいものです。惜しくも賞状には届かなくても、たくさん

のすばらしい活躍があったことを先生方や保護者の皆さんから聞いています。 

 

どうか頑張った自分に、自分たちに「誇り」をもってほしいです。今年もいろいろな発表の場に居合わせる

機会がありました。発表や試合前の緊張した雰囲気や、演奏や試合中の真剣なまなざしや仲間との声かけなど

を見聞きし、いつもドキドキし、そして熱い想いになり、じーんと感動させられました。ここに至るまで、何

度も何度も練習を重ねてきてからこその姿なんだよな～と想像しながら。たとえ敗れてもその姿は輝いていま

した。自分の胸にその想いは焼きつけられたことでしょう。どうぞ胸をはってほしいと思います。 

 

中学生や高校生の皆さんは、自分の容姿が気になるお年頃だとは思います（私もそうでした）が、「かっこ

よさ」「美しさ」は目鼻の位置や髪型などではないことを知ってほしいですね。お化粧やアクセサリーで飾る

ことなく、「一生懸命に取り組む姿」こそが本当に美しい、人をうっとりさせられるほど、美しく輝く姿であ

ることを知ってほしいな、と思います。 

田奈中のスローガンともいえる「一生懸命が格好いい」をあらためて感じました。 

 

さて、夏休み前には「自律」について、明けてからは「学び合い」できることが成長につながるというお話

をしました。中学校の３年間はあっという間ですが、一番成長する時期でもあります。「卒業するときにこう

なっていたい」というイメージをもって、自分の設計図を手直しする時期です。なりたかった自分になれてい

るでしょうか。 

 

授業や課題への取り組み方、作品作りへの姿勢、委員会や部活動の内容、行事の中の自分、友人とのかかわ

り方、困っている人への声かけ、家庭の中での役割、などなど振り返ってみましょう。 

きらきら輝く自分の姿をイメージして、いろいろなことに前向きに生き生きと取り組んでいきましょう。 

 

 

 
 

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/tan/ 
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令和４年７・８月 生徒活動報告 

【陸上競技部】 

『神奈川県通信陸上競技大会』 

7月 18・21日   

会場：平塚陸上競技場 

男子共通３０００ｍ  ２位 伊藤優喜      

男子共通 ４００ｍ  ５位 松田琉唯      

女子１年 ８００ｍ  ３位 依田彩愛      

女子共通 砲丸投げ  ３位 片岡 心      

女子１年４００ｍリレー６位 柳 琴都                     

           福丸 唯                              

            後藤瑠璃子                   

           佐藤 陽 

『関東中学陸上競技大会』 

８月９日  

会場：平塚陸上競技場 

男子共通３０００ｍ  ７位 伊藤優喜 

女子共通 砲丸投げ １５位 片岡 心 

 

【男子ソフトテニス部】 

『県総体（個人戦）』 

7月 29日 会場：南毛利テニスコート 

三澤舜・岩井大輔ペア  出場 

『YONEX 杯予選(緑港北地区個人戦)』 

8月 3日 会場：十日市場中学校 

 優勝 森田隆之介・野口航佑ペア 

 準優勝 髙橋煌兜・岩井大輔ペア 

『横浜市民大会(団体戦)』 

８月 6日 会場：三ッ沢公園テニスコート 

準優勝 

森田隆之介・野口航佑、髙橋煌兜・岩井大輔、

本島慧翔・金井つばさ、中田康生・松木翔太郎 

『YONEX 杯(神奈川県研修大会)』 

8月 20日 会場：西谷中学校 

５位 

森田隆之介・野口航佑、髙橋煌兜・岩井大輔、

土田和樹・小西啓太、齋藤陸・山下櫂 

 

 

 

『緑区大会(個人戦)』 

８月２７日 会場：鴨居中学校 

優勝 土田和樹・岩井大輔ペア 

４位 髙橋煌兜・野口航佑ペア 

５位 今村友哉・中田康生ペア 

   金井つばさ・松木翔太郎ペア 

   森田隆之介・小西啓太ペア 

 

【女子ソフトテニス部】 

『市総体（団体戦）』 

７月１８・３０日 会場：清水ヶ丘公園 

市総体（団体戦） ５位 

西田智香子・鴛海七緒・石井陽和・村井里帆・

副島百夏・多賀美結・小林幸乃・米倉梨々花・

荒井湊 

→県総体（団体戦）出場 

『県総体（個人戦）』 

7月 28日 会場：南毛利テニスコート 

副島百夏・荒井湊ペア 出場 

『緑区大会（個人戦）』 

８月２７日 会場：中山中学校 

優勝 石井陽和・米倉梨々花ペア 

準優勝 副島百夏・荒井湊ペア 

５位 岡部心咲・佐藤茉奈ペア 

５位 立花朱蘭・正岡みな子ペア 

 

【男子バスケットボール部】 

『横浜市中学校総合体育大会 北部ブロック』 

7月２１日 会場：中川西中学校他 

優勝 

『横浜市中学校総合体育大会』 

７月２５日 会場：岩崎中学校他  

4位 

『神奈川県中学校総合体育大会』 

７月２９日 会場：茅ヶ崎市総合体育館他  

BEST８ 

 

 

 



 

【男子バレーボール部】 

『横浜市総合体育大会バレーボールの部』 

７月１６・２１日 

会場：田奈中学校、早渕中学校 

４位 

→県総体出場 

 

【バドミントン部】 

『緑区夏季バドミントン大会』 

６月１９日 会場：十日市場中学校 

ダブルス優勝：進藤壮帆、小杉奏斗ペア  

       古田瑞季、三村芽以ペア 

   準優勝：伊藤悠生、林龍之介ペア 

    ３位：丸山璃和、熊坂莉那ペア 

『緑区夏季バドミントン研修大会』 

６月１９日 会場：十日市場中学校 

  優勝：ダブルス 鬼山礼、田代透野ペア 

        シングルス 杉田陽 

 準優勝：ダブルス   島田悠希、下谷航希ペア 

        シングルス 湊 友雅 

    ３位： シングルス 竹之内優菜 

『横浜市総合体育大会バドミントンの部』 

（市総体女子）７月１８日 

会場：戸塚スポーツセンター 

        ベスト３２ 古田瑞季、三村芽以ペア 

（市総体男子）７月２２日  

会場：神奈川スポーツセンター    

        ベスト１６ 伊藤悠生、林龍之介ペア                               

          進藤壮帆、小杉奏斗ペア 

 

【卓球部】 

『県総体男子個人戦』 

７月２４日 会場：秋葉台文化体育館 

出場：田丸陽向 

『横浜市カデット大会』 

７月 29日  会場：横浜武道館 

１位：小林航大 ２位：小島光翔 

３位：生田時生、石神秀弥、植田航平 

 

 

【吹奏楽部】 

『横浜市吹奏楽コンクール』 

７月２７日 会場：神奈川県民ホール 

金賞・横浜市代表 

『神奈川県吹奏楽コンクール』 

８月８日 会場：よこすか芸術劇場 

金賞・神奈川県代表 

→東関東大会出場 

 

【合唱部】 

『NHK 全国学校音楽コンクール 神奈川県予

選』 

８月４日 会場：相模女子大グリーンホール 

奨励賞 

 

【将棋部】 

『県小中学校将棋大会』 

７月３1日 会場：横浜市立横浜商業高等学校 

団体戦 上級戦優勝 

石母田壮太、嶋田優人、南谷健太 

 

【国語科】 

『神奈川県かるた大会 

全国かるた中学生選手権大会個人戦』 

7月 24日、8月 7日 

会場：神奈川県立武道館 

墨田区総合体育館 

Ｇ４組 ４位 南谷健太 

出場 鈴木花奈 原田夏菜 福田莉子 

七尾和芭 

 

【水泳】 

『神奈川県中学校水泳競技大会・兼全国中学校

水泳競技大会県予選会・兼関東中学校水泳競技

大会県予選会・兼国民体育大会県予選会』 

7月 21・22日 会場：横浜国際プール 

岩見萌結   ５０ｍ自由形 5位 

      １００ｍ自由形 ７位 

栗本かれん １００ｍ背泳ぎ ７位 

女子総合          ８位 

 



 

『横浜市中学校総合体育大会・水泳競技の部』 

8月 2・3日 会場：横浜国際プール 

岩見萌結   ５０ｍ自由形 ４位 

小林優海  ４００m自由形 ８位 

栗本かれん １００m背泳ぎ １位 

対馬結羽  ２００ｍ背泳ぎ ３位 

岩永陸那  ４００m自由形 ３位 

依田悠真  ２００m背泳ぎ ４位 

女子フリーリレー      ４位 

（岩見・栗本・小林・対馬） 

女子メドレーリレー     ７位 

（対馬・栗本・岩見・小林） 

女子総合          ７位 

男女総合          ７位      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『関東中学校水泳競技大会』 

8月 9～11日 

会場：山新スイミングアリーナ（旧笠松運動公

園屋内水泳プール）【茨城県】 

栗本かれん １００m背泳ぎ 出場 

『神奈川県中学校総合体育大会・神奈川県中学

校水泳競技大会』 

8月 13・14日  

会場：さがみはらグリーンプール 

対馬結羽  ２００ｍ背泳ぎ ６位 

栗本かれん １００ｍ背泳ぎ ２位 

岩永陸那  ４００ｍ自由形 ２位 

依田悠真  ２００m背泳ぎ ７位 

 

 

 

 

 

● スクールカウンセラー ● 

※９月～１０月初めのカウンセリングの予定 

１５日（木） ２２日（木） ２９日（木） １０／６（木） 

９時～１６時 

カウンセラー直通電話 ０４５（９８１）８４６１ 

 


