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KAMO 
職員室より 平成 30 年度鴨志田中学校が始まります 

 
校長 濵﨑 利司   

今年の冬は寒さ厳しいものがありましたが、春の訪れは早く、桜の花は３月下旬には咲き始め、満開を迎えました。 

4 月 5 日（木）の着任・始業式から、平成 30 年度の鴨志田中学校が始まりました。昨年度は 3 月 9日に卒業式を行い、

82 名の卒業生が鴨志田中を巣立って行きました。自分が信じた道を一歩一歩でいいから、しっかりと歩んでほしいも

のです。また 31日の修了式をもって、1・2年生は 1年間を振り返るとともに、それぞれ 2・3 年生へと進級すること

の自覚と上級生となる意識の向上を話しました。そして 5 日の入学式で、新たに 83 名の 1 年生を迎えることができ

ました。 

 昨年度校長として着任して、鴨志田中学校の特徴だと思ったのは、「あったかい学校」づくりでした。生徒会本部

はじめ各種委員会や生徒同士で登校時の「挨拶運動」を取り組んでいました。まずお互いに挨拶すること、声を掛け

合うこと。大事なことだと思いますし、継続することはもっと大事なこととなります。いじめによって、全国で悲し

い事件や事故がニュース等でクローズアップされています。もうこれ以上、犠牲者を出したくないと思うのは私だけ

ではないはずです。人への優しさ、思いやり。相手を信じ、待ち、そして許すこと。そのような「あったかさ」を身

に付けてほしいと思います。 

今年度鴨志田中学校は、新たに“チャレンジ”や“変わる”ことが幾つかあります。一つは、「少人数授業」と「TT

授業」の実施です。全教科で行うわけではありませんが、これは指導の個別化や学習の個性化を目指す上で、基礎的・

基本的な学習内容の習得と基礎学力の定着化を期待してのものです。とくに英語では全クラスで週１時間、少人数授

業を行います。これは英語科で行う、「話す」観点のコミュニケーションの取組とマッチします。また数学ではＴＴ

授業を全クラスで合計 20 時間行う予定です。理科では実験時にＴＴ授業を行うことで、成果は勿論ですが、安全面

の配慮も期待できます。今後の土曜参観や公開授業週間等で様子を参観していただければ、と思います。 

二つ目は、「働き方改革」への取組です。教育現場においては、国の調査により、教職員の長時間勤務の実態が改

めて明らかとなり、教員が休みを取れず、かなり疲弊していることが判明しました。本校も御多分に漏れません。そ

こで横浜市教育委員会では、『横浜市立学校 教職員の働き方改革プラン～先生の Happy が子どもの笑顔をつくる～』

を制定しました（教育委員会ＨＰに掲載されています）。具体的には、業務改善を図り、ICT 化を推進することや留守

番電話の設置、部活動の休養日を設定すること（原則、土日でどちらか一日・平日で一日、週二日を休養日とする）、

夏季休業日の学校閉庁日継続実施（今年度は 7日間、この間日直を置かず、部活動も行いません）と冬季休業での実

施等です。これらにより、先生方が生徒と向き合う時間を確保し、指導や支援に専念できる環境づくりを進めていき

たいと思いますので、保護者及び地域の皆様方に御理解をお願いいたします。保護者の方には、4月中旬に教育委員

会と市 PTA連絡協議会からの文書を配布する予定です。 

もう一つは、いじめ防止です。本校の基本方針を改定しました。既に 2月 1 日にホームページに掲載しましたが、

新年度を迎え印刷物として配布しました。 

上記にもありますが、生徒ひとり一人が「あったかさ」を身に付けて、「あったかい学校」づくりを今年度も進めて

いきたいと思います。 

 今年度も鴨志田中学校の取組に御理解と御協力をお願いいたします。 

  着任職員紹介 

  
★植木 直樹先生（副校長） 横浜市立上菅田特別支援学校より 

★宮崎 さとみ先生（音楽） 横浜市立市場中学校より 

★荒川 有希子先生（保体・通級） 横浜市立戸塚高等学校より 

★小野澤 昌樹先生（保体・通級） 横浜市立中川西中学校より 

★井上 皓平さん（技術員） 横浜市立谷本中学校より 

★鈴木 唱次さん（技術員）  

 部活動保護者説明会のお知らせ 

平成３０年４月２１日（土） 

○全体説明会 １５：３０～（体育館） 

○各部保護者会１６：００～（各教室） 
全体会後、各部で保護者会を行い、方針

を理解していただいてから本入部の手続き
をいたします。御多用中とは存じますが、説
明会には皆様の御出席の程、よろしくお願い
いたします。 



 

 

 

 

昼食
あり なし

一般

1 2 3 4 5 6 販売時間 下校

春季休業

春季休業

着任式 学活 入学式 準備 入学式 ①学活 上着・ネクタイ着用 × 10:10

始業式 ②③旧→新 会場片付け　部活動再登校15:30片付け後　

離任式 対面式 学活 学活 --- --- 9時登校 × 13:10

9時登校

新 体 力 テ ス ト 身体計測 道徳 総合 〇 16:10

避難訓練 12:55
読 火 1 火 2 火 3 火4 学活 --- 校外行事説明会(各学年)15:00～ 〇 15:10

書 学級写真 学級懇談会15:45～ 12:55
読 水 1 水 2 水 3 水4 水5 --- 仮入部開始 〇 15:10

書 12:55
読 木1 木2 木3 木4 木5 木6 〇 16:10

書 12:55
読 金1 金2 金3 金4 金5 総合 〇 16:10

書 伝授式 12:55

朝
会

月1 月2 月3 月4 月5 道徳 〇 16:10

会 文化スポーツクラブ総会18:30 12:55
読 火1 火2 火3 火4 火5 総合 〇 15:30

書 12:55
読 水1 水2 水3 水4 水5 --- 専門委員会15:00～ 〇 15:10

書 12:55
読 木1 木2 木3 木4 木5 木6 内科検診① 〇 16:10

書 12:55
読 金1 金2 金3 金4 金5 火5 〇 16:10

書 12:55
読 月1 月2 月3 月4 月5 --- PTA役員会9:30・PTA運営委員会10:30 〇 15:10

書 授業参観 部活動保護者説明会15:30　各部保護者会16:00 12:55

朝 火1 火2 火3 総合 × 13:10

会 眼科検診

読 水1 水2 水3 水4 家庭訪問② × 13:10

書 歯科検診①　尿検査

読 木1 木2 木3 木6 家庭訪問③ × 13:10

書

読 金1 金2 金3 金4 家庭訪問④ × 13:10

書

教科 道徳 学活 総合 生徒会 行事 その他  授業日数１７日

部活動１８時完全下校　　SC:ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ CS:ｾﾙﾌｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

25 水

教材費の納入8:00～8:35

中評16:00～

土曜参観　 部活動なし

学習評価説明会14:30～

22 日

18 水

19 木

20 金

土曜参観振替休日

生徒会朝会・家庭訪問①

眼科検診9:05～

昭和の日

振替休日

総下校・部活動なし

簡単清掃

教材費の納入8:00～8:35

29 日

30 月

授業数

26 木

27 金

28 土

23 月

24 火

21 土

11 水

12 木

16 月

17 火

13 金

14 土

15 日

生徒実行委員会16:00～

総下校・部活動なし

３年全国学力学習状況調査 ③国国数数理調

クラス名簿配布8:05

8:35登校8:40着任式開始

9 月

10 火

7 土

総下校・部活動なし

部活動見学開始

1 日

2 月

3 火

8 日

4 水

5 木

6 金

日
曜
日

時
程

教科/道徳/特別活動/総合的な学習の時間/学校行事
備考

連絡事項

ハマ弁HP
http://www.hamaben.yokohama
ハマ弁注文サイト

https ://www.hamaben.jp

問い合わせ先
健康教育課 045-671-3277

サポートセンター 0570-03-4580

着任式は8:40から始まります。時間に余裕をもって登校しましょう。

服装：標準服（ネクタイ・上着着用）

持ち物：□上履き □体育館履き □筆記用具

□連絡票ファイル（中身を抜いて） □三年間の記録

□保健調査票（連絡票ファイルにはさんで）

 



 

 

 

 

  

 

生徒会より 百人一首大会を行いました！！ 

２月２８日、３月１日の二日間にかけて、百人一

首名人戦が行われました。日頃の学習の成果を発揮

するために、１～３年生までの総勢４８名の生徒が

参加しました。今年度は生徒会本部役員が主体とな

って、ルール決めから予選会の組み合わせの決定、

大会の運営を行いました。参加した生徒が、学年関

係なく関われる行事として、今後も名人戦が続いて

いくといいですね。 
  

 

＜大会結果発表＞ 

優勝 ：石川＆溝江ペア 

準優勝：横田＆前原ペア 

３位 ：瀬戸口＆坪井ペア 

４位 ：阿部＆根橋ペア 

５位 ：堀江＆河野ペア 

６位 ：杉田＆嶋田ペア 

７位 ：新＆勝俣ペア 

８位 ：大渡＆神田ペア 

 

 

 

 

“ Take it easy ” 

講師をお招きし、セルフカウンセリングを学ぶ活動をしています。

在校生・卒業生の保護者の方を対象に、毎月第２木曜日の午前１

０時から午後１時の時間帯を基本に活動しています。関心のある

方は、活動場所が通級指導教室「指導室８」になっていますので、

ちょっと顔を出してみてはいかがですか? 

「セルフカウンセリング勉強会」をしています！ 

PTAよりお知らせ 

いよいよ平成 30 年度の PTA 活動が始まりました。今年度の本部役員は、会計１名を除き、総入

れ替えとなりましたが、一同一丸となり、子ども達の充実した学校生活のため、また、学校が保護

者の皆さんにとって身近に感じられる様に、より良い PTA 活動を目指して参ります。どうぞよろ

しくお願い致します。 

今月は、３０年度初めての学級懇談会があります。懇談会では、各委員会の委員決めがございま

すので、お忙しい事とは存じますが、ご出席頂けます様お願い申し上げます。また、委員をお引き

受け頂いた方は、合同委員会へのご出席も合わせて宜しくお願い致します。 
  

●ご相談、情報がありましたら、PTA会長・岩下までご連絡ください。  

携帯電話 :080-1819-4626 E-Mail :kmre51ell@ezweb.ne.jp 



 

 

 

 

 
1年 2年 3年 

学年主任 髙田  悟（数） 齊藤 法子（数） 米川 久子（国） 

１組 髙田  悟（数） 袴田 翔太（理） 髙見澤宏太（保体） 

２組 宮﨑 さとみ（音） 吉澤こゆき（保体） 緒方  悠（社） 

３組 大森 菜華（英）   

5組   黒田 英司（保体） 

副担任 
田中 光弘（国） 扇柳 政則（技） 前田 博史（英） 

長谷川 満（理）   

学年所属 
関 孝子（特支） 相本 邦江（家） 齊藤 文絵（美） 

 丸山 一郎（社）  

通級指導教室 

近藤 幸男 

髙橋 和美 

小山 弘人 

川崎 勇人 

豊嶋 総一郎 

荒川有希子 

猪熊 早智子 

相澤 由佳 

小野澤昌樹 

養護教諭 髙田 浜子 事務主査 福島 智 

学校司書 村山 博子 スクールカウンセラー 長谷川 良子 

技能吏員 鈴木 唱次 井上 皓平 大学院研修 小原 善仁 

野球 髙見澤宏太 小山 弘人  バレー 大森 菜華 髙田 浜子 荒川 有希子 

サッカー 川崎 勇人 緒方 悠 
 

剣道 長谷川 満 猪熊 早智子 小野澤 昌樹 

ソフトテニス 髙田 悟 米川 久子 近藤 幸男 吹奏楽 相澤 由佳 齊藤 法子 宮﨑 さとみ 

バスケット 吉澤こゆき 黒田 英司 髙橋 和美 美術 扇柳 政則 豊嶋総一郎  

バドミントン 田中 光弘 袴田 翔太 前田 博史 

School Life
  

平成３０年度職員紹介 離退任された先生

方方 

★石塚 敦郎先生（副校長） 
横浜市立東本郷小学校へ 

★最上 玲子先生（音楽） 
横浜市立十日市場中学校へ 

★安居院 みどり先生（通級） 
横浜市教育委員会事務局へ 

★奥田 基博先生（通級） 
横浜市立寛政中学校へ 

★大久保 雄貴先生（通級） 
   横浜市立中山中学校へ 

★高谷 美恵子さん（技術員） 

★木村 達さん（技術員） 

 

いままでありがとうございました！！ 

部活動顧問紹介 

〇第３３回卒業証書授与式 
卒業生を思うかのように、式の前後だけ雨が降りやんだ

３月９日。胸をはった入場、意思を持って返事をした呼名、

最後まで歌い切った合唱。その姿をもって、３３期生は卒

業をしました。中学校を卒業することは、社会に出られる年

齢になるということを意味します。３３期生全員の活躍を期

待しています。 

ご入学、ご進級おめでとうございます❗ 

私は、鴨中スクールカウンセラーのはせがわりょうこです。学区の小学校には

月 2 回程度ですが、中学校ではだいたい毎週木曜日、視聴覚室の前の『心の

相談室』にいて、ときどき校内をウロウロしています。今年５年目になりますが、知

らないなあという方もおられるでしょう。どうぞ、気軽にお声をかけてみてください。 

心の相談室は、皆さんの、「さて困った、どうしよう」のお気持ちをよく聴いて、

理解し、ご一緒にお困り感が小さくなるように考えていく所です。うれしい時も、た

だなんとなくの時も、ぜひ相談室のドアをノックしてみてください。お気持ちが少し

でもすっきりしたり、ほっとしたり、身体が楽になったりしていただけるとよいなあと

思います。こんな仕事をもう３５年くらいしているんですよ。 

  保護者の皆様のご相談も、もちろんお受けしています。どんなささいなことで

も構いません。ご利用をお待ちしています。 

  誰かの気持ちを支え、誰かに気持ちを支えてもらって、今年度もよい年に

いたしましょう❗ 

※ ４月の勤務日は、 １２日（木）、１９日（木）、２６日（木）です。 


