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職員室より はじめまして 

 
副校長 植木 直樹 

  
新しく副校長として着任しました 植木 直樹 です。よろしくお願いします。前任校は上菅

田特別支援学校（肢体不自由）の学校でした。 

 平成 30 年度もスタートし、はや一か月が過ぎようとしています。私自身 15 年ぶりに中学校に

戻り、少しずつですが昔の勘を取り戻しつつあります。至らない点も多くあると思いますが、よ

ろしくお願いします。 

新入生の皆さん、もう学校には慣れたでしょうか。新しく経験することがたくさんあって、き

っと毎日ドキドキすることが多かったのではないでしょうか。最初は慣れないことが多いと思い

ますが、あせらず一つひとつ慣れていって、楽しい学校生活を一緒に送りましょう 

在校生の皆さん、一つ学年が上がって、新しい目標に向かってがんばっていることでしょう。

特に 3 年生は、最高学年として、行事等での活躍を期待しています。また、5 月には修学旅行が

あります。なんといっても中学校生活の中でも一番の想い出づくりの行事となります。体調管理

に気を付け、有意義な修学旅行になることを願っています。2 年生は、中間学年として、いろい

ろチャレンジできる学年だと思います。自分のやりたい事、がんばりたい事に積極的に挑戦して

みてください。 

 保護者・地域の方々には、いつも温かい目で学校を見守っていただき、ありがとうございます。

これからも「チーム鴨志田」として、“あったかい学校”づくりを目指していきたいと考えており

ます。今後とも御支援・御協力をよろしくお願いします。 

 ～ 各学年行事に向けて ～ 

  ★ １年生 ★ 
 

足柄２１世紀の森での校外

学習に向けて、各クラス４名の

担当者を決め活動しています。 

バスレクの計画では、豊かな発

想で様々なアイデアを出し、楽

しそうなレクを企画していま

す。団結・協力を目標に、仲間

とともに楽しい思い出を作れ

るように頑張っています。 

 

★ ２年生 ★ 
 

自然教室に向けて、実行委員を

中心に活動が始まりました。班の

仲間と協力することや思いやりを

もって活動すること、自然の恵み

についてなど、新しい仲間と多く

のことを学ぶ活動にしていきたい

です。また、体育大会の準備も進

み、クラスの団結のみならず学校

の中核として、責任をもって係の

仕事や出場種目に取り組んでいく

ことを期待しています。 

★ ３年生 ★ 
 

３学年は修学旅行に向けて、事

前準備を進めているところです。

２年生で学習したことに加えて、

クラス別コース決定の他奈良・京

都の班別行動の計画、体験学習図

案決め、そして係会議や班会議と

やるべきことはたくさんあります

が、それも楽しみの一つ。歴史や

文化も学びつつ、仲間とともに楽

しい思い出を作れるように頑張っ

ています。 

平成３０年４月２７日：発行 



 

 

 

 

昼食
あり なし

一般

1 2 3 4 5 6 販売時間 下校
読 火1 火2 火3 火4 火5 学活 〇 16:10

書 12:55
読 月1 月2 月3 月4 総合 総合 〇 14:00

書 12:55 ※

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

朝 月1 月2 月3 月4 練習 月5 道徳 全校朝会 〇 16:10

会 25' 12:55

火5 水5 木5 金5 練習 木4 学活 PTA役員会9:30・PTA運営委員会10:30 〇 16:20

25’ 第1回学校運営協議会１７：３０ 12:45

水1 水2 水3 水4 --- --- × 13:00

総下校部活動なし
木1 木2 木3 木4 --- --- sc cs × 13:00

総下校部活動なし
金1 金2 金3 金4 練習 金5 木6 〇 16:20

25’ 12:45

読 月1 月2 月3 月4 月5 道徳 1年校外学習 〇 16:20

書 12:45
読 火1 火2 火3 火4 火5 学活 3年結団式 〇 16:10

書 ③荷物搬入 ③結団式 ③事前指導 ③下校 12:55
読 水1 水2 水3 水4 水5 --- 市総体開会式 〇 16:10

書 3年修学旅行① 12:55
読 木1 木2 木3 木4 木5 木6 2年結団式 sc 〇 16:10

書 ②学活 ②結団式 ②事前指導 ②下校 3年修学旅行② 部活動なし 12:55
読 金1 金2 金3 金4 金5 総合 3年修学旅行③ 〇 16:10

書 2年自然教室① 部活動なし 12:55
2年自然教室②

2年自然教室③

読 道徳 月2 月3 月4 月5 月1 2年振替休日 教育実習（6／8まで） 〇 16:10

書 ③解団式 12:55
読 火1 火2 火3 火4 火5 水5 2年振替休日 〇 16:10

書 12:55

水1 水2 水3 水4 練習 水5 --- 〇 16:20

②解団式 ①学年練習 ②学年練習 25’ 歯科検診② 総下校部活動なし 12:45

木1 木2 木3 木4 練習 木5 木6 専門委員会 内科検診② 〇 16:20
③学年練習 ①学年練習 25’ sc 12:45

金1 金2 金3 金4 練習 金5 月5 中評 〇 16:20
②学年練習 ③学年練習 25’ 12:45

朝 月1 月2 月3 月4 練習 月5 道徳 生徒会朝会 〇 16:20

会 ①学年練習 ①学年練習 25’ 12:55

火1 火2 火3 火4 練習 火5 学活 生徒実行委員会 〇 16:20
②学年練習 ②学年練習 25’ 12:45

水1 水2 水3 水4 練習 水5 --- 〇 16:20
③学年練習 ③学年練習 25’ sc 12:45

練習 木5 木6 体育大会予行練習 〇 16:20

 25′ 12:45

 授業日数２１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

②健康観察

小中合同引渡し訓練14:00～15:00

耳鼻科検診　総下校・部活動なし

③健康観察

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

1 火

2 水

3 木

7 月

4 金

5 土

6 日

8 火

9 水

10 木

13 日

14 月

11 金

12 土

21 月

22 火

15 火

16 水

17 木

18 金

19 土

20 日

25 金

26 土

23 水

24 木

体育大会予行
木

28 月

27 日

31

29 火

30 水

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

 



  

 

 

 

 

  

 

生徒会より 
植木副校長先生にインタビューしました！ 

今年度着任された副校長先生にお話をお伺いしました！ 

Ｑ１：先生になろうと思った理由は何ですか？ 

Ａ．父が教師をしていたのがきっかけです。大学生の時に行った教育実習にて、生徒と一緒に勉強や運動

を楽しめたことが教師になろうという思いをさらに強めました。 

Ｑ２：鴨志田中学校に来た時の印象はどうですか？ 

Ａ．自然豊かな環境の中で、生徒も職員も元気で明るくのびのびと学校生活を送っていると感じました。 

Ｑ３：中学校時代の部活動を教えてください。 

Ａ．大鳥中学校の野球部に所属していました。 

Ｑ４：胸に付けている名札は何か理由がありますか？ 

Ａ．前任校の保護者に作っていただいたものを大切に使っています。 

Ｑ５：趣味は何ですか？ 

Ａ．ドライブにでかけたり、 

おいしいものの食べ歩きをしたりすることが好きです。 

Ｑ６：好きな野球チームと選手を教えてください。 

Ａ．セリーグの巨人です。篠塚選手と柴田選手が好きです。 
  

 

 

 

“ Take it easy ” 

学校納入金の口座振替を、６月

に行います。年１回の振替(同月の

再振替を含む)となっておりますの

で、御準備のほどよろしくお願いい

たします。詳細につきましては、別

配布の『平成 30 年度学校納入金

についてのお知らせ』のプリントを御

覧いただき、『承諾書』の提出を各

担任までよろしくお願いいたします。 

学校納入金のお知らせ 

PTAよりお知らせ 
今年度も、鴨志田中学校 PTA は皆様にご協力を頂き、新たなスタートを切ることが出来ました。心より感謝申し上げ

ます。新メンバーとなりました本部役員７名は、多くの方が築いてこられた鴨志田中学校の良さを引き継ぎ、皆様のお

力をお借りしながらよりよい PTA となるよう努めてまいります。 

今年度のスローガンは「笑顔のために」です。子ども達はもちろん、保護者の皆様、教職員の皆様、地域の皆様がと

もに笑顔で過ごせるようにとの願いをこめています。一人ではなかなか笑顔になれませんが、お互い助け合い思いやり

の気持ちを持ちながら、笑顔の輪を広げて行きましょう。また、PTA 活動も無理なく楽しんで参加していただけるよう

お手伝い致しますので、お困りのことなどございましたらどうぞお気軽に本部役員にお声をおかけ下さい。多くの笑顔

に出会える学校として、ご一緒に活動してまいりましょう。 

１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

PTA 会長 佐野春美  
【お詫び】昨年度の KAMONEWS にて、岩下様（前 PTA 会長）の連絡先を掲載しておりましたが、番号に誤りがありました。 

申し訳ございませんでした。 

  

 

植木先生、ありがとうございました！！ 

♥セクハラ相談窓口♠ 
鴨志田中学校では、「誰もが安心して、豊かに生活できる」学校づくり

に取り組んでいます。「セクシュアル・ハラスメント」や「性的な言動」

もないようにしていますが、万が一そのような被害にあった場合は、

一人で悩まず、窓口の先生に相談してください。 

 

★窓口：髙田浜子先生、齊藤法子先生、米川久子先生、髙橋和美先生 

離任された先生 
★田中凱先生（保体） 横浜市立みたけ台中学校へ 

ありがとうございました！ 

着任された先生 
★丸山一郎先生（社会） 川崎市立橘高等学校より 

★岸本真弓先生（数学） 横浜市立東鴨居中学校より 

よろしくお願いいたします！ 



 

 

 

 
School Life

  

●平成３０年度入学式 

緑の季節となりました。新しいクラスにまだまだなれず、学習に

も行事にも不安な気持ちを抱えておられる皆さんも多いことでしょう。 

不安はガンバリたいという前向きな気持ちがあるからこそわいてくる大

切な感情です。勇気がいると思いますが、お友達や先生に、そして

おうちの方に話してみましょう。中学には沢山の先生方がおられま

す。いろんな大人に出会って、心の世界を広げていきましょう。 本

当に強い人は弱音（よわね）もはける人です。心の相談室では楽しい

こと、困っていること、どんなささいなことでも OK です。保護者の方の

ご利用もお待ちしています。 

※５月の勤務日は、１０日（木）１７日（木）２４日（木）３１日（木）です。 

平成３０年度の１年生は３クラスでのスタートとなりました。笑顔で校門

をくぐる姿もあれば、緊張した面持ちで体育館へ向かう姿もありました。人

それぞれ、心のうちで思うことは違えども、新しいスタートをきったことは同

じです。これからの３年間、様々な課題を乗り越えて、一つひとつ成長を

していきましょう。３年後、入学式と同じこの体育館で、素晴らしい卒業式

を迎えることを楽しみにしています。 

●対面式 

１年生が入学してから２日目、生徒会主催で対面式が行われました。中

学校の委員会や学校生活について先輩たちが丁寧に伝えていました。ま

た、部活説明では、それぞれの部活が工夫を凝らして部活紹介をし、楽し

そうな１年生の表情が印象的でした。先輩たちが新入生を安心させようと

頑張っており、温かい雰囲気に包まれました。同じ鴨中の仲間として、皆で

『あったかい学校』を作っていきましょう。 

●稲作伝授式 

４月１３日（金）体育館で伝授式を行いました。 

新実行委員の自己紹介のあと、NPO 法人「農に学ぶ環境教育ネットワーク」

代表の木村さんよりお話を頂きました。 

この後、次の作業を４月～６月に行います。 

・種まき   苗代の上に種をまく。保温用ビニルをはる。 

・田起こし 田んぼをくわで耕す。 

・代掻き   水を入れた田んぼをトンボで平らにならす。 

・田植え   代掻きした田んぼに苗を植える。 

・除草    田んぼの中に発生した雑草を抜き取る。 

お米の品種名は『栄光』です。今年も天候も良いことを祈りながら、作業をし

たいと思います。 


