
 

令和２年度

「 

   横浜市立日野南中学校         令和２年５月１日 

                      

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

 
よろしくお願いします 

校長 住本 宏 

 
 １３５名の新入生を迎え、令和２年度が始まりました。みなさんにとって節目である時期で
すが、安全を最優先した休校措置となりました。教育活動の停滞については、社会全体で知恵
を出し合い、学校も最善の対応を心がけてまいります。 
 徒然草に「花はさかりに、月はくまなきをのみ見るものかは。」（桜の花は、何も盛りだけ
を、月は、何も曇りなく照りわたっているのだけを見るものではない。）と記されています。
新たなスタートの今、皆さんは一人ひとり眩いほどの輝きを放つことと思います。時が経ち落
ち着きを取り戻したころに本質が見えると思います。その時にゆっくりと語り合いたいもので
す。 
「誰もが安心して、豊かに生活できる学校」を創るためには、変えるべきものは着実に変え

ていく勇気をもち、変えてはならないものは変えない意志を堅持したいものです。よろしくお
願いいたします。 
※地域のみなさまへ 

  学校は、限られた場所での活動の連続です。皆様からのご意見は、貴重な財産と考えており
ます。お気づきのことを忌憚なくご連絡いただきますようお願いします。 

 

職員の退任・離任・着任 

○退任・離任職員 
＊赤堀国和校長 退職          ＊佐久間直美主幹教諭 西本郷中学校へ 

＊藤巻達士教諭 洋光台第一中学校へ   ＊加藤寿美子教諭 横須賀市立長沢中学校へ 

＊石川和沙教諭 川崎市立柿生中学校へ  ＊小島愛教諭 金沢中学校へ 

＊村本淳一拠点校指導教諭        ＊大久保志保非常勤講師  

＊濱島弘美 技術吏員 大鳥小学校へ 

○着任職員 
＊住本宏校長  港南台第一中学校から  ＊加藤祐貴主幹教諭 戸塚中学校から  

＊高橋陽子教諭 金沢中学校から     ＊松浦剛清教諭         

＊森田朝子技能吏員 青木小学校から 

 

主な行事の変更（予定） 
・3 年生修学旅行 10 月 30 日(金)～11 月 1 日(日) 

・2 年生自然教室 10 月 26 日(月)～28 日(水)  ・1 年生遠足 10 月 27 日(火) 

・体育祭 １０月上旬     ・合唱コンクール 10 月 16 日(金) 

・前期中間テスト  ７月中旬    ・前期期末テスト 9 月中旬 

・後期中間テスト 11 月中旬  

・学年末テスト 3 年生 1 月下旬，１・２年生 2 月中旬 

以上のように計画中です。なお、今後の情勢により変更されることがあります。ご了承く

ださい。 



今年度の職員構成 

校長 住本  宏     副校長 岩井  茂 

１年 ２年 ３年 

学年主任  大浦 悦子（国語） 学年主任 樋口 祥生（数学） 学年主任 竹内 麻里（社会） 

１組  岸本 裕樹 （社会） １組 稲童丸紀彦（社会） １組 佐野 正仁（英語） 

２組  阿部聖太朗（理科） ２組 高橋 陽子（美術） ２組 上山さおり（国語） 

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

４組  加藤 祐貴 (保体） ４組 中村ひかる（保体） ４組 岡村  努（保体） 

 ５組 古田 将啓（技術）  

７組 小川日出雄  ７組 黒木貴美江 ７組 松岡みどり 

教務主任 廣田 真一 (数学) 副担 大場 美保（国語） 副担 金澤広太郎（理科） 

 副担 松浦 剛清（英語) 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  森田 朝子 技能吏員  鈴木 慎也 ＡＥＴ     ジェレミー ドォ 

非常勤講師 菅井 典子 (家庭) 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 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 菅井 夏子  

 永吉 江里 教諭は、ご家庭の都合により休職されています。 

お  知  ら  せ 
学校カウンセラー 

本年度も引き続き、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、  教  諭 大浦 悦子 

 ◎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 
 



 

令和 2年度 入 学 式 

４月６日、令和２年度入学式が挙行されました。１３５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。 

 校長先生からのお祝いの言葉を受け、新入生代表 鈴木 康介さんが立派に「誓いの言葉」を

述べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 翌日の対面式では、代表して清水 隆翔さんが新入生の言葉を述べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓いの言葉 

桜が咲き誇る春爛漫の今日この日に、ぼく達は無事に入学式を迎えることができました。こ

れからの中学校生活に不安もありますが、それ以上に楽しみな気持ちがいっぱいで、わくわく

しています。  

ぼくが特に楽しみにしていることは二つあります。一つ目は、部活です。小学６年生の時の

部活体験で、先輩方が優しくしてくださったことが強く印象に残っています。小学校のクラブ

とは違って、３年間継続する難しさはありますが、最後まであきらめずに精一杯頑張りたいと

思います。二つ目は、百人一首大会です。百人一首大会は、クラス対抗で行うと兄から聞きま

した。ぼくは百人一首が好きなので、たくさん札を取れるようにクラスみんなで練習して、本

番に臨みたいと思います。 

これから先、大変なこともあると思います。けれども楽しいことや嬉しい出会いもたくさん

待っていると思います。その一つひとつの経験を宝物にして、充実した日々にしていきたいで

す。 

最後になりましたが、この日のために準備してくださった先生、先輩、地域の方々、本当に

ありがとうございました。ぼく達は感謝の気持ちをいつも忘れずに、学生生活を送りたいと思

います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 

新入生代表 鈴木 康介 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


