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職員室より 

新年度の鴨志田中学校が始まりました！ 

 

校長 濵﨑 利司   

平成最後の春を迎え、新しい元号である令和の年度が５月からとなります。４月５日（金）の着任・始業式から、平成 31 年度の鴨

志田中学校が始まりました。入学式では 96名の新入生を迎え、全校生徒が 253名となりました。 

春休みは 10 日間と短い期間でしたが、生徒にとっては一年間のよい振り返りができたのではないでしょうか？ 教職員は振り返る

時間もなく、新年度準備で大忙しでした。 

 鴨志田中学校は、「あったかい学校」づくりを目標としています。「あったかい学年」「あったかい学級」「あったかい人」として、生

徒会本部はじめ各種委員会や生徒同士が登校時の「挨拶運動」で取り組んできました。お互いに挨拶することが声を掛け合うこと・コ

ミュニケーションとなり、人と人とのつながりになります。つながることは「安心」となり、「穏やかさ」にもなります。  

昨年度の体育大会では、次のような場面がありました。３年生の「メガムカデ」という種目の中で、先にゴールしたクラスのメンバ

ーが、まだゴールしていないクラスに向かって「応援しよう」「応援に行こうぜ」と自然に声が上がり、ゴールしたクラスの全員が競

技中のもう一クラスのメンバーを応援する・励ますこととなり、声援が一段と盛り上がりました。３年生が体現した、この場面こそが

「あったかさ」であり、目標としていることと思います。 

全国では、いじめによって悲しい事件や事故となり取り上げられる度にもうこれ以上、犠牲者を出したくないと思います。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」を目標に今年も取り組んでほしいと思います。 

今年度の鴨志田中学校は、新たに“変わる”ことが幾つかあります。一つ目は、「昼食時間の５分延長」です。既に日課表を変更

し、実施しています。教職員や生徒からの声を聞くと、一部ではありますが「余裕がある」「ゆっくりできる」「お弁当の量を増やし

た」等概ね受け入れてくれていると思います。 

二つ目は、特別教室の空調化です。図書・理科・美術・調理室が冷暖房化されます。全市的に取り組んでいることですが、漸く本

校の順番となりました。夏休み中の設置工事の予定です。今年も暑い夏であれば、夏休み後に対応できます。それと未定ですが、飲

料水の自動販売機の設置を考えています。熱中症対策だけではなく、防災の観点からも前向きに進めたいと思っています。 

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、「あったかい学校・学年・学級・人」づくりを進めていきたい

と思います。 

 新しい元号である、令和元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。 

 

 PTAよりお知らせ 
令和元年度の鴨志田中学校 PTAは、皆様のお力をお借りし、新たなスタートを切ることができました。本部役員 7名は、昨年度か

ら一新いたしました。どのメンバーも中学校の PTA本部役員は初めてで、右も左もわからないところからの挑戦ですが、子ども達の

ために活動しようという心意気は皆同じです。これから、新しい令和という時代に羽ばたいて行く子ども達が、その飛翔の一過程で

ある中学校時代を、自由にのびのびと活躍し飛んで行かれるように、保護者である私たちが環境を整え、温かく見守って行ってあげ

たいと思っています。 

地域の皆様にもいつも御協力いただき、とても恵まれた環境で過ごすことができる鴨志田中学校の生徒達が、その持てる力を存

分に発揮して輝いていられるように、豊かな学校生活をサポートしてまいります。 

今年度のスローガン「輝く未来へ」は、そんな気持ちを表現してみました。皆さま、是非お気軽に PTA活動に御参加下さい。 

1年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

PTA会長 高野澤 明美   

 

 

“ Take it easy ” 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1年 2年 3年 

学年主任 米川 久子（国） 髙田 悟（数） 齊藤 法子（数） 

１組 髙見澤 宏太（保体） 緒方 悠（社） 袴田 翔太（理） 

２組 竹内 かおり（英） 宮﨑 さとみ（音） 吉澤 こゆき（保体） 

３組 伊藤 博章（社） 大森 菜華（英）  

5・６組 
武田 容治 

太田 彩貴 
  

副担任 
長崎 翔太（数） 田中 光弘（国） 扇柳 政則（技） 

前田 博史（英）  長谷川 満（理） 

学年所属 
 東 由希子（美）  

   

通級指導教室 

猪熊 早智子 

豊嶋 総一郎 

大西 紀子 

小野澤 昌樹 

近藤 幸男 

鈴木 裕貴 

三島 梨湖 

荒川 有希子 

小山 弘人 

林 延幸 

養護教諭 髙田 浜子 事務主査 福島 智 

学校司書 山下 裕世 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、髙谷 美恵子 ＊職員室アシスタント 

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 緒方 悠 長崎 翔太 林 延幸 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 三島 梨湖 吹奏楽 宮﨑 さとみ 齊藤 法子 大西 紀子 

バスケット 吉澤 こゆき 鈴木 裕貴 近藤 幸男 美術 扇柳 政則 竹内 かおり  

バドミントン 田中 光弘 袴田 翔太 太田 彩貴 前田 博史 部活動外 前田・豊嶋・伊藤・林・高田浜 

School Life
  

２０１９年度職員紹介 離任された先生方

方 

★小原 善仁（数学） 
横浜市教育委員会事務局へ 

★髙橋 和美（通級） 
横浜市立田奈中学校へ 

★川崎 勇人（通級） 
横浜市立みたけ台中学校 

★相澤 由佳（通級） 
横浜市立城郷中学校へ 

★黒田 英司（５組） 
   横浜市立若葉台特別支援学校へ 

★樋口 雄哉（通級） 

   横浜市立上郷小学校へ 

★村山 博子（司書） 

   横浜市立緑が丘中学校 

★齊藤 文絵（美術） 

   横浜市立十日市場中学校へ 

★相本 邦江（家庭） 

   横浜市立上白根中学校へ 

★丸山 一郎（社会） 

   横浜市立十日市場中学校へ 

★岸本 真弓（数学） 

いままでありがとうございました!! 部活動顧問紹介 

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。 

今年度も、どうぞよろしくお願いいたします。(鴨志田第一小と鴨志田緑小のスクールカウン 

セラーも引き続きさせていただきます。) 

さてみなさん、新しいクラス名簿を見て、どんなふうに感じましたか？とび上がるほど嬉 

しかった方、悲しいなあ、困ったなあと気持ちが沈んでいる方もおられるでしょう。中には、 

淡々としていつもと変わらないよという方も？ 

いろんな気持ちがあっていいんです。まずはそこからのスタートです。みなさんのその時 

その時のかけがえのないいろんな気持ちをよく聴きよく理解して、一緒に考えていくのが私 

の仕事です。鴨中全職員の先生方とともに、みなさんがのびのびと学校生活をおくってい 

ただけるように、おひとりおひとりの夢の実現をしっかりサポートさせていただきます。 

私はだいたい木曜日、視聴覚室前の『心の相談室』にいます。時々校内をブラ歩き 

しているので、ぜひお声をかけてくださいね。 

保護者の方のご相談もお待ちしています。どうぞお気軽にご利用下さい。 

※ ５月の勤務日は、 ９日（木）、１６日（木）、２３日（木）です。 

★竹内 かおり（英語）横浜市立十日市場中学校より 

★大西 紀子（通級） 横浜市立谷本中学校より 

★伊藤 博章（社会） 横浜市立川和中学校より 

★長崎 翔太（数学） 横浜市立岩崎中学校より 

★鈴木 裕貴（通級） 新採用 

★三島 梨湖（通級） 新採用  
 

★林 延幸（通級）横浜市立樽町中学校より 

★太田 彩貴（個別） 

★東 由希子（美術） 横浜市立山内中学校より 

★高谷 美恵子（職員室アシスタント・技能吏員） 

★山下 裕世（学校司書） 新採用 

★山村 泰弘（社会） 横浜市立東永谷中学校 

着任職員紹介 

  

★セクシャルハラスメント相談窓口 … 髙田 浜子  米川 久子  長谷川 満  太田 彩貴  大西 紀子 

「教育総合相談センター」 … TEL：６７１－３７２６ （月～金 ９：００～１７：００）※年末年始を除く平日 

★5 月の公開授業週間  … 5 月 20 日（月）～24 日（金） 

 

学校より 

お知らせ 


