
 

   横浜市立日野南中学校         令和４年４月１2日 

                      

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

 

着任のごあいさつ 

校 長  松本 麻理子 

 

このたび、４月１日付の異動で日野南中学校副校長から校長に着任いたしました。 

昨年の４月に副校長として着任して以来、温かい保護者や地域の皆さま、職員に支えられ、生

徒たちの前向きに頑張る姿にパワーをもらって過ごせた１年間で、皆様には言葉で言い表せな

いほどの感謝の気持ちでいっぱいです。 

 今年度からは校長として「誰もが安心して過ごせる温かい学校」「生徒(職員)も卒業(異動)

するときに『この学校でよかった』と思える学校」を作りたいと思います。生徒や保護者、地域の

皆様は何を学校に求めているのか、どのような教育活動を展開したら有効かを職員と共に柔軟

に考え、今までの固定観念にとらわれない学校経営をしていきたいと思います。 

１４８名の新入生を迎え、令和４年度のスタートを迎えることができました。まん延防止等重点

措置が解除されても十分な教育活動はかないませんが、知恵を出し合い模索しつつ、皆さんの

安全安心を第一に心がけてまいります。 今年度も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いたします。 

 

【入学式～初々しく希望に満ちた新入生を迎えました～】 

令和４年４月７日、第４４回入学式が挙行されました。初々しく希望に満ちた新入生１４８名を迎えまし

た。新入生は、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。 

新型コロナウイルス感染予防対策のため、今年度も残念ながら、来賓の皆様に参列していただくこと

ができず、新入生と保護者各１名での入学式となりました。新入生代表が立派に「誓いの言葉」を述べる

姿が印象的でした。 

新入生は、翌日の TV放送による対面式で初めての２・３年生 

との対面となりました。一日もはやく学校に慣れ、充実した学校 

生活を送ってほしいと願っています。 

 



【離退任職員】 

＜退職＞  校 長    住本 宏 

        教 諭    高橋 陽子 

        教 諭    永吉 江里 

        教 諭    村本 淳一 

        非常勤講師  菅井 典子 

        非常勤講師  鈴木 晴美 

＜異動＞  主幹教諭   佐藤 真智    万騎が原中学校へ 

教 諭    上山 さおり   藤の木中学校へ 

        教 諭    秋山 寛子    岩井原中学校へ 

教 諭    斉藤 純     谷本中学校へ 

学校用務員  鈴木 慎也    矢部小学校へ 

SSW     菅井 夏子    （南部学校教育事務所） 

【着任職員】 

松本 麻理子  校長            日野南中学校 副校長より 

井上 祐介   副校長           北部学校教育事務所より 

阿部 卓治   主幹教諭  数学科     寛政中学校より 

小林 希和   教諭    国語科     浦島丘中学校より 

碇 ひとみ   教諭    音楽科     万騎が原中学校より 

山﨑 瑞葉   教諭    美術科     共進中学校より 

桝渕 幸人   教諭    理科・数学   新採用 

村井 琴美   教諭    個別支援    新採用 

山本 富士雄  教諭    特別支援・数学 洋光台第一中学校より 

関 浩利    学校用務員         洋光台第一中学校より 

緒方 泉    職員室業務アシスタント   丸山台中学校より 

長島 明子   SSW            （南部学校教育事務所） 

Rosheen Carty（ロシーン カーティ） AET 
 

【今年度の職員構成】 
校長 松本 麻理子     副校長 井上 祐介 

１年 ２年 ３年 

学年主任  加藤 祐貴（保体） 学年主任  関野   真（数学） 学年主任 大浦 悦子  （国語） 

１組 佐野 正仁（英語） １組 岡村  努（保体） １組 阿部 聖太朗（理科） 

２組 山﨑 瑞葉（美術） ２組 鬼澤 采妙（英語） ２組 碇 ひとみ （音楽） 

３組 桝渕 幸人（理科） ３組 小林 希和（国語） ３組 中村 ひかる（保体） 

４組 大場 美保（国語） ４組 金澤 広太郎（理科） ４組 伊庭 香代 （英語） 

７組 松岡 みどり ７組 方尺 宏之  ７組 貝川  翔太 

７組 村井 琴美 特別支援コーディネーター  竹内 麻里（社会） 副担 古田 将啓 （技家） 

副担 黒木 貴美江 (英語)  生徒指導専任  阿部 卓治 （数学） 

教務主任 樋口 祥生（数学）  進路主任 稲童丸 紀彦 （社会） 

 

養護教諭  上曽 優子 事務職員     中野  香 学校司書・部活動指導員  初矢 朝美 

非常勤講師 亀井 二朗 (社会)  特別支援  山本 富士雄 (数学) 技能吏員   森田 朝子 

技能吏員  関 浩利 職員業務アシスタント 福島 千恵子 職員業務アシスタント 緒方 泉 

Ａ  Ｅ  Ｔ   Rosheen Carty 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 長島 明子 

ICT 支援員   山口 亜希子 部活動指導員  中村  佳文 部活動指導員  西川  優弥 

部活動講師   高吉  希  学校巡回員  荒井 康廣  教諭 伊藤 有美香(育休中) 



【留守番電話対応について】 

本校では、平日19時以降、土・日・祝日、学校閉庁日は留守番電話対応とさせていただきます。その他で職

員不在時も留守番電話対応になることもあります。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

【部活動の削減について】 
顧問による体制が十分に整えられない現在の状況に鑑み、「横浜市立日野南中学校部活動活動方

針」に基づいて、次のように部活動の削減を行わせていただきます。ご理解、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

  

令和４年度 ：「環境園芸部」「合唱部」は募集を行わない。 

令和５年度 ：「環境園芸部」「合唱部」について、部員がいなくなっていれば廃部とする。 

令和６年度 ：「環境園芸部」「合唱部」について、廃部とする。 

 

 

【学校カウンセラーについて】 
本年度の学校カウンセラーは、昨年度と同じ 石井未奈子さん です。 

カウンセラーのいる「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、安心して気軽に相談してください。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。原則、毎週火曜日の午前２回、午

後２回でカウンセリングを実施します。相談を希望される方は、生徒指導専任までお電話ください。 

 

相談日時：原則、毎週火曜日 

午前２回（①9:00～ ②10:30～）、午後２回（①13:50～ ②15:10～） 

相談場所：「ハートルーム（教育相談室）」 

 

※相談を希望される方は、生徒指導専任 阿部卓治 までお電話ください。  

TEL：８３２－４７２６（日野南中） 

 

【「セクシュアル・ハラスメント」相談窓口について】 
横浜市教育委員会の「セクシュアル・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 

副校長   井上 祐介      主幹教諭  阿部 卓治 

養護教諭 上曽 優子      主幹教諭  竹内 麻里 

 

◎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 

 



４月 予定表 

 

【特別支援教室「ひまわり教室」をリニューアルしました】 

特別支援教室「ひまわり教室」では、登校支援が必要な生徒や学校生活において特別な支援が必要

な生徒を対象に、別室での個別の支援を行っています。「ひまわり教室」のご利用については、事前の本

人・保護者との面談と両者の同意を必要とします。 

詳しくは、特別支援コーディネーター 竹内 麻里 

または 学年職員にお問い合わせください。 

 

 

１年 ２年 ３年

1 金
2 土
3 日
4 月
5 火
6 水

7 木 ⑤入学式⑥学活 ①始業式②学活　準備生徒残留 準備生徒残留

8 金 １０：４５～１１：００登校 ③対面式

9 土

10 日

11 月
①②学級写真昼食後

⑤⑥部活オリ
①②学級写真 ①②学級写真

12 火
①②③身体計測

⑤⑥教育相談

仮入部開始

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月 PM心臓検診

19 火 特別時程
昼食あり

特別時程
昼食あり

全国学習状況調査

国　数　理　生活

昼食なし下校再登校１５：００

20 水 体育祭　芸術祭実行委員会１５：００
本入部開始

21 木

22 金
仮入部終了
評議会１５：５０

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

体育祭　芸術祭実行委員会１５：００

９：２５登校①②離任式③対面式④学活

①②③身体計測
⑤⑥教育相談

⑤⑥教育相談

⑤⑥教育相談

保護者会１５：００

内科検診　専門委員会１５：５０

評議会１５：５０

⑤全校集会（認証式）
教育課程説明会　部活動説明会

市学習状況調査のため特別時程

⑥避難訓練


