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４ 離任式

春は出会いと別れの季節と言いますが、前日に着

任式が行われ、翌日４月６日は、長年に渡り神奈川中
学校の発展と生徒の育成にご尽力いただいた方々と
のお別れとなりました。たいへん寂しいことですが、そ
れぞれの所属先などでご活躍していただくことを楽し

みにしたいと思います。

【離退任した教職員】

・校 長 吉江 明洋 ご退職
・用務員 梅澤 光義 ご退職
・教 諭 及川 信 （英語科９年間） ろう特別支援学校へ異動

・教 諭 宮下優美子（英語科７年間） 篠原中学校へ異動
・教 諭 秋澤 幸政 （技術科４年間） 浦島丘中学校へ異動
・教 諭 北澤 聡 （個別支援１年間） 南が丘中学校へ異動
・教 諭 井出 有佳 （英語科１年間） 汐入小学校へ正規異動

・教 諭 石川 優 （保体科１年間） 藤嶺藤沢高校へ異動
・事務主事 平野 杏奈 （事務職４年間） 豊田中学校へ異動
・養護教諭 濱田久美子（養護３年間）

５ 学級編成

生徒数 学級数 今年は各学年５クラスでスタートしました。全体では、平成２８年度
１年 １８２ ５ ５３９名から２４名増となる５６３名となりました。

２年 １７７ ５ 授業では、基礎・基本を大切にしたわかりやすい授業、楽しい授業
３年 １９４ ５ を目指して努力してまいります。
８･９組 １０ ２ また、少人数授業とTT（チームティーチィング）を数学・英語で積極
合計 ５６３ １７ 的に取り組みます。

６ スクールカウンセラー カウンセラー室直通電話 ４３１－１２７８

昨年度に引き続き、毎週木曜日【相談活動等で欠席もあります】に『高田 航』ＳＣが来校して相

談活動にあたります。心配事や悩み等なんでも相談にのりますので、担任の先生や生徒指導専任
の森先生、養護教諭の佐々木（よ）先生に申し出てください。予約が必要ですので、必ず前もって予
約してください。

７ セクハラ窓口担当

生徒・保護者に関すること・・・ 佐々木よう子養護教諭、森 徹司生徒指導専任教諭
教職員に関すること・・・ 遠藤 まり副校長

学校外の相談窓口・・・ 教育総合相談センター ６７１－３７２６～８
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８ 平成２９年度 神奈川中学校の教職員

担 任 等 氏 名 教科等 指導部 部活動

１ 校長 長谷川 眞介 美術
２ 副校長 遠藤 まり 家庭科
３ １年主任・副担任 若松 一貴 社会 特別活動 水泳
４ １組担任 勝山 宏美 保健体育 生活指導 バレーボール

５ ２組担任 江見 大成 数学 学習指導 パソコン
６ ３組担任 兒玉 虎二郎 英語 特別活動 卓球
７ ４組担任 常盤 愛実 国語 学習指導 陸上競技
８ ５組担任 根岸 周 技術科 学習指導 バスケットボール

９ ８・９組担任 竹内 伊久 個別支援 保健安全 バレーボール

１０ 副担任 佐々木 誌保 英語 学習指導 茶道
１１ 副担任 中川 竜也 数学 保健安全 サッカー
１２ 生徒指導専任・副担任 森 徹司 数学 生活指導 陸上競技

１３ ２年主任・副担任 渡邊 淳 美術 学習指導 美術
１４ １組担任 平澤 香織 社会 特別活動 美術
１５ ２組担任 田口 尚希 国語 特別活動 ソフトテニス

１６ ３組担任 相沢 里沙 音楽 学習指導 バドミントン

１７ ４組担任 中島 大志 理科 特別活動 ソフトテニス

１８ ５組担任 小久保 道子 数学 学習指導 茶道
１９ ８・９組担任 鈴木 裕太 個別支援 保健安全 バドミントン

２０ 副担任 藤井 雅章 保健体育 生活指導 剣道

２１ 副担任 山口 徹 英語 学習指導 剣道
２２ 非常勤 長谷部 雅博 数学
２３ 非常勤 平林 丈明 社会
２４ ３年主任・副担任 鈴木 理香子 国語 特別活動 水泳

２５ １組担任 江藤 裕也 保健体育 生活指導 野球
２６ ２組担任 木村 匡宏 英語 特別活動 サッカー
２７ ３組担任 樹所 美由樹 英語 学習指導 吹奏楽
２８ ４組担任 横井 翔 数学 保健安全 パソコン

２９ ５組担任 乗松 紀 理科 特別活動 バスケットボール

３０ ８・９組担任 加藤 誠子 個別支援 保健安全 バスケットボール

３１ 教務主任・副担任 村山 浩子 社会 学習指導 卓球
３２ 進路主任・副担任 金澤 大助 理科 学習指導 吹奏楽

３３ 非常勤 栃原 磨美 家庭科
３４ 養護教諭 佐々木 よう子 養護 保健安全 茶道
３５ 学校事務職員 大森 三千代 事務
３６ ＡＥＴ ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ ﾏｲﾙｽﾞ 英語

３７ 学校司書 滝川 豊美 図書
３８ スクールカウンセラー 高田 航 カウンセラー

３９ 学校用務員 藤田 則子 用務員
４０ 学校用務員 佐藤 尚武 用務員


