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横浜市港南区港南台 4-37-1 ℡045(832)4726            

平成３１年度を迎えて 

    日野南中学校 校長 赤堀 国和  

最近は桜の開花時期が早くなり、1 週間前には満開を迎えた桜も寒の戻りがあったおかげで入

学式まで満開の状態を保ち、新入生の入学を祝ってくれました。日野南中学校も歴史と伝統を重

ね、昨年度４０周年の記念行事を無事に終え、４１年目のスタートを切ることになります。これ

からもよろしくお願い申しあげます。 

さて、４月５日、始業式･入学式を行いました。今年度は新入生１８３名（５学級）を迎え、

２年生１５１名（４学級）、３年生１６５名(５学級)、個別支援学級２学級、全校生徒４８１

名、１６学級でのスタートとなりました。 

新学習指導要領が告示されたことに伴い、学校教育目標の見直しを行いました。「生きる力」

を支える「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の育成に向けて、今年からは次に示す学校

教育目標のもと、日々の教育活動に励んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

上に示した学校教育目標に基づき、新教育課程の編成を進めてまいります。子どもたちの将来

は、生産年齢人口の減少、グローバル化の進展、人工知能の進化などにより、予測困難な時代に

なると言われています。 これからの学校教育には、子どもたちが様々な変化に積極的に向き合

い、他者と協働して課題を解決していくことや、様々な情報を見極めて再構成し、新たな価値に

つなげていくことができるようにすることなどが求められます。こうした状況を踏まえ、新学習

指導要領では「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を、学校と社会が共

有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能力をもつ子供たちを育む「社会に

開かれた教育課程」の実現を目指すことが示されています。これからは、今まで以上に地域や保

護者の皆様との連携を深めていきたいと思っております。学校に関するさまざまなご意見・ご感

想などございましたら、遠慮なくお寄せいただきたいと思います。 

今年度も、ご支援・ご協力の程、よろしくお願い申しあげます。 

日野南中学校 学校教育目標 

いのち  ふれあい  たくましさ 

○ いのちを大切にし、健やかに生きていく力を育みます。(体) 

○ 思いやりの心をもち、自他を尊重する態度を育みます。(徳) 

○ 進んで学び、自ら判断する力を育みます。(知) 

○ 社会に目を向け、未来を切り開いていく力を育みます。(公・開) 



第４１回 入 学 式 

４月５日、平成３１年度第４１回入学式が挙行されました。１８３人の新入生を迎え、また新

たに日野南中学校は活気に包まれました。新入生たちは、少し大きめの標準服を身にまとい、少

し緊張しながらも和やかな表情を見せてくれました。 

 式中、校歌隊による校歌紹介もあり、２・３年生がその存在感を示す場面がありました。新入

生にとってはこれが初めての先輩との対面です。心を込めて歌う姿は、きっと１８３人の心の中

に刻まれたことでしょう。 

 校長先生の話、来賓（ＰＴＡ会長）からのお祝いの言葉を受け、新入生代表が立派に「誓いの

言葉」を述べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の退任・離任・着任 

春は別れと新たな出会いの季節。日野南中学校では８人の職員が退任・離任し、新たに 

１３人の職員を迎えました。離任された方のこれからのご活躍をお祈り致します。また、着

任された方の活躍を期待しています。 

○退任・離任職員 
＊加藤比呂子 教諭       退職 

＊小林 延匡 教諭       福島県いわき市立平第一中学校へ 

＊橋本 英樹 主幹教諭     平戸中学校へ 

＊深澤 和宏 教諭       浜中学校へ  

＊石川 明歩 教諭       岡村中学校へ    

＊鏑木 裕子 教諭       洋光台第二中学校へ 

＊山本富士雄 非常勤講師    退職 

＊石田 哲也 学校カウンセラー 岡津中ブロックへ 

○着任職員 
＊秋山 寛子 教諭       潮田中学校より 

＊樋口 祥生 教諭       領家中学校より  

＊斉藤  純 教諭         蒔田中学校より 

＊稲童丸紀彦 教諭       桂台中学校より   

＊大場 美保 教諭          樽町中学校より 

＊黒木貴美江 教諭       新採用      

＊金澤広太郎 教諭          新採用 

＊小島  愛 教諭       川崎市立川崎高等学校附属中学校より   

＊石川 和沙 教諭       鴨川市立鴨川中学校より 

＊加藤寿美子 教諭       逗子市立逗子中学校より   

＊村本 淳一 拠点校指導教諭  浜中学校より 

＊石井未奈子 学校カウンセラー 富岡中学校ブロックより  



今年度の職員構成 

校長 赤堀 国和     副校長 岩井  茂 

１年 ２年 ３年 

学年主任  樋口 祥生（数学） 学年主任 竹内 麻里（社会） 学年主任 佐久間直美（美術） 

１組  古田  将啓（技術） １組 佐野 正仁（英語） １組 藤巻 達士（保体） 

２組  中村ひかる（保体） ２組 上山さおり（国語） ２組 阿部聖太朗（理科） 

３組  斉藤  純 （理科） ３組 秋山 寛子（音楽） ３組 伊庭 香代（英語） 

４組  大場 美保（国語） ４組 岡村  努（保体） ４組 岸本 裕樹（社会） 

５組  稲童丸紀彦（社会）  ５組 大浦 悦子（国語） 

７組  黒木貴美江  ７組 松岡みどり ７組 小川日出雄 

副担  加藤寿美子（英語） 副担 金澤広太郎（理科） 副担 小島  愛（保体） 

副担   石川 和沙（英語） 教務主任 廣田 真一 (数学) 進路主任 大阪 史子（数学） 
 

生徒指導専任   佐藤 真智 (数学) 養護教諭  佐藤 映子 事務主査      中野  香 

技能吏員  濱島 弘美 技能吏員  鈴木 慎也 ＡＥＴ  リチャード・ジョーンズ 

非常勤講師 菅井 典子 (家庭) 非常勤講師  大久保志保 非常勤講師  村本 淳一 

職員アシスタント 福島 千恵子 学校司書   初矢 朝美 学校カウンセラー 石井未奈子 

 永吉 江里 教諭は、ご家庭の都合により休職されることとなりました。 

 

お  知  ら  せ 
スクールカウンセラー 

本年度の学校カウンセラーは、 石井未奈子 先生です。 

カウンセラーの先生がいらっしゃる「ハートルーム（教育相談室）」は、１階職員玄関の

すぐ隣にあります。悩みごとや心配なことなどがありましたら、気軽に安心して相談してく

ださい。相談内容やプライバシーに関わることは保護されます。生徒でも保護者の方でもど

ちらでも結構です。毎週火曜日にいらっしゃる予定です。相談を希望される方は、生徒指導

専任の佐藤までお電話ください。TEL ８３２－４７２６（日野南中） 
 

「 セ ク シ ャ ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 」 相 談 窓 口 

 横浜市教育委員会の「セクシャル・ハラスメント防止に関する指針」に基づき、今年度も校

内に相談窓口を設置し、「わいせつ・セクハラ」行為防止のため、万全 を期します。 

 ◎本校の相談窓口は、 

   生徒の場合………………生徒指導専任 佐藤 真智、  養護教諭 佐藤 映子 

   保護者の場合……………副 校 長  岩井  茂、  主幹教諭 佐久間直美 

 ◎教育総合相談センターの一般教育相談も、セクハラ相談窓口として利用できます。 

   教育相談総合センター（一般教育相談）  ＴＥＬ ６７１－３７２６～８ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


