
 

 

 

  

鴨志田中学校 
鴨 中 P T A NEWS 

Junior High School 

鴨志田中学校通信 
KAMO 

職員室より 戦後教育史における“未曽有の大惨事” 

 

校長 濵﨑 利司   

新型コロナウィルス感染症対応で、その拡大防止のために現在（４月２１日）、首都圏の学校は、臨時休業中となっています。これは政府

の「緊急事態宣言」を受けてのことです。早１か月に亘る臨時休業によって、卒業式や入学式、始業式は当該学年の保護者の方は参列でき

ず、テレビでのライブ配信や動画視聴となったことは御承知の通りです。いつもであれば、地域の方々にも御臨席いただき、卒業生、新入生

にあったかい雰囲気と言葉で門出を送り、迎えることができたのに大変残念であり、教職員にとっても無念です。５月６日までの臨時休業が

どうなるかは不透明ですが、政府と横浜市教委の方針と指示に従うしかありません。今暫し、その動向を見守りたいと思います。 

４月６日（月）の入学式、翌日の着任・始業式から、令和２年度の鴨志田中学校が始まりました。入学式では８６名の新入生を迎え、全校生

徒が２６８名となり、新たなスタートを切ることができました。 

 鴨志田中学校は、「あったかい学校」づくりを目標とし、活動しています。その一例として、「あったかい学年」「あったかい学級」「あったか

い人」として、生徒会本部をはじめ各種委員会や生徒同士で登校時の「挨拶運動」に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

うことであり、コミュニケーションとなって、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。  

全国では、いじめによって悲しい事件が引きおこされ、犠牲者を出すことがなくなりません。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。 

鴨志田中学校は、今年度も新たに“変わる”ことがあります。一つ目は、「ＩＣＴ支援員の配置」です。市公立小学校では全校配置されて

いますが、中学校はこれからです。鴨中は全市３番目の配置校となります。メンターチームと情報管理部を中心にＩＣＴ機器を使用した授業

の拡大を考えていきます。 

二つ目は、生徒会室の空調化です。図書・理科・美術・調理室の冷暖房化は完了しました。生徒会本部役員の皆さんは勿論、英語の少人数

教室としても使用するので空調化は必須です。暑い夏が来る前に対応します。三つ目は、清涼飲料水の自動販売機の設置です。新型コロナウ

ィルス感染症のため対応が遅れています。設置の暁には、熱中症対策だけではなく、防災にも活用できます。 

令和という年号は波乱の幕開けですが、鴨志田中学校の今後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 
 今年度、思いもよらず波乱の幕開けとなりましたが、皆様のご協力のもと、鴨志田中学校ＰＴＡは新たなスタートを切ることができまし

た。心より感謝申し上げます。 

 本部役員７名は、多くの方々が築いてこられた鴨志田中学校の良さを引き継ぎつつも、この予想外の状況に対応するべく、負担のない運営

を目指してまいります。皆様のお力をお借りしながら、子どもたちの安心･安全な学校生活を応援して行きたいと思っております。 

 今年度のＰＴＡスローガンは「つながりを大切に」です。学校の休校でなかなか顔を見る事ができない状況でも、子どもたちはもちろん、

保護者の皆様、教職員の皆様、地域の皆様がともにつながっていられるよう、お手伝いをし、接着剤の役割を担って行かれればと考えており

ます。お互いに思いやりの気持ちを忘れず、助け合って、この困難を乗り越えていきましょう。 

 何かお困り事がありましたら、遠慮なくご相談いただければと思います。 

kamochuPTA2020@yahoo.co.jp<mailto:kamochuPTA2020@yahoo.co.jp> 

 どうぞ、一年間よろしくお願いいたします。                        

鴨志田中学校  PTA会長    高野澤明美 

 

“ Take it easy ” 
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 1 年 2 年 3 年 

学年主任 石川 祐美子（英） 米川 久子（国） 髙田 悟（数） 

１組 石川 祐美子（英） 髙見澤 宏太（保体） 緒方 悠（社） 

２組 飯田 慎也（理） 伊藤 博章（社） 宮﨑 さとみ（音） 

３組 吉澤 こゆき（保体） 長崎 翔太（数） 大森 菜華（英） 

5・６組 岡村 孝 太田 彩貴  

副担任 

葛川 幸恵（家庭） 
竹内 かおり（英） 扇柳 政則（技） 

近藤 啓太（数） 

長谷川 満（理）  小林 有生（国） 

学年所属 
太田 恵（５・６組） 藤山 奨 東 由希子（美） 

小林 靖   

通級指導教

室 

大西 紀子 

小山 弘人 

眞壁 孝明 

豊嶋 総一郎 

三島 梨湖 

福島 義之 

近藤 幸男 

猪熊 早智子 

荒川 有希子 

鈴木 裕貴 

養護教諭 髙田 浜子 事務職員 福島 智 

学校司書 山下 裕世 スクールカウンセラー 谷地森 久美子 

技能吏員 
井上 皓平 

福田 恭子  
職員室アシスタント 髙谷 美恵子 

スクールソーシャルワーカー 古森 むつみ 

野球 髙見澤 宏太 小山 弘人 近藤 幸男 バレー 大森 菜華 荒川 有希子 近藤 啓太 

サッカー 緒方 悠 長崎 翔太 小林 有生 剣道 長谷川 満 猪熊 早智子 福島 義之 

ソフトテニス 三島 梨湖 髙田 悟 米川 久子 吹奏楽 宮﨑 さとみ 飯田 慎也 大西 紀子 

バドミントン 太田 彩貴 石川 祐美子 岡村 孝 美術 扇柳 政則 竹内 かおり  

バスケット 
（男子）  

鈴木 裕貴 

 

伊藤 博章 

（女子） 

吉澤 こゆき 

 

髙田 浜子 

 

部活動外 

 

豊嶋・葛川・眞壁（・緒方） 

School Life
  

２０２０年度職員紹介 
離任された先生方 

★植木 直樹（副校長） 

横浜市立若葉台特別支援学校へ 

★田中 光弘（国語） 

横浜市立軽井沢中学校副校長へ 

★齊藤 法子（数学） 

横浜市立中川中学校へ 

★前田 博史（英語） 

横浜市立市場中学校へ 

★袴田 翔太（理科） 

   横浜市立今宿中学校へ 

★武田 容治（個別支援） 

   横浜市立新羽中学校へ 

★林 延幸（通級） 

   横浜市立田奈中学校へ 

★小野澤 昌樹（通級） 

   横浜市立本郷特別支援学校へ 

★山村 泰弘（社会） 

   横浜市立高田中学校へ 

★鈴木 唱次（技術吏員） 

    

★長谷川 良子（スクールカウンセラー）  

横浜市立市ケ尾中学校へ 

★Ｔａｗａｉｎ Ｌａｎｏｎ 

   横浜市立新井中学校へ 

    

いままでありがとうございました!! 

部活動顧問紹介 

★髙沢 忠弘 （副校長） 

横浜市立早渕中学校より 

★近藤 啓太 （数学）  

横浜市立旭北中学校より 

★福島 義之 （通級）  

横浜市立下瀬谷中学校より 

★石川 祐美子（英語）  

横浜市立あかね台中学校  

★眞壁 孝明 （通級）  

横浜市立新羽中学校より 

★飯田 慎也 （理科）  

横浜市立南が丘中学校より 

★小林 有生 （国語）  

横浜市立西谷中学校より 

 

着任職員紹介 

  

セクシャルハラスメント相談窓口と特別支援教育コーディネーター 

鴨志田中学校では「誰もが安心して豊かに生活できる」「あったかい」学校づくりに取り組んでいます。一人で悩まずに遠慮なく窓口の 

先生に声をかけ、相談してください。 

☆相談窓口☆ 〇髙田 浜子（養護教諭）、石川 祐美子（1 年学年主任）、長谷川 満（生徒指導専任）、宮﨑 さとみ（３年学級担任）、 

太田 彩貴（個別支援級担任）、大西 紀子、近藤 幸男（通級指導教室） 

☆特別支援教育コーディネーター☆ 〇高見澤 宏太（２年学級担任）・近藤 啓太（教務主任）、近藤 幸男（通級指導教室） 

「教育総合相談センター」の一般教育相談も相談窓口として利用できます。 

℡６７１－３７２６ 月～金 ９：００～１７：００＊年末年始を除く平日 

☆青葉区役所 こども家庭支援相談課  ９７８－２４６０  

 

 

★葛川 幸恵 （家庭科）  

横浜市立領家中学校より 

★岡村 孝  （個別支援） 

横浜市立錦台中学校より 

★久保薗 智幸（理科） 

 横浜市立新田中学校より 

★小林 靖  （特別支援） 

横浜市立北綱島特別支援学校より 

★太田 恵  （個別支援）新採用 

★福田 恭子 （技能吏員）新採用 

★谷地森 久美子（スクールカウンセラー） 

 横浜市立市ケ尾中学校より 

★古森 むつみ（スクールソーシャルワーカー）新採用 

★Katarina Olivia Gruss（AET） 

横浜市立市ヶ尾中学校より 


