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例年より桜の花の開花が早く、入学式を迎える頃には葉桜の様相となりましたが、校内の花壇には

色とりどりの花が咲き誇り、爽やかな春を感じられる中で平成３０年度がスタートしました。      

□４月５日、進級した２年生・３年生と新たに入学してきた１年生を加え、全校生徒５４９名の仲間

がそろいました。始業式をはじめ入学式でもお話しましたが、神奈川中学校のよさは「仲間を大

切にする。」という信頼関係がすべての基礎になっていることです。「仲間を大切にする。」

ことは、「いじめや暴力をしない、許さない学校づくり」につながる基本的な精神だと思い

ます。それぞれの学年で、皆さんは新たな学級の仲間と出会いました。この１年間、互いに

助け合って学校生活を送る中で、仲間との絆を深めていってもらいたいと思っています。そ

して、もしも困っている人や悲しい思いをしている友達がいたら、自然に優しい言葉を掛け

られる、温かい学級や学年を築いていってください。先生たちも、皆さんのよりよい成長を

応援し、しっかりと支援していきます。皆で神奈川中学校を盛り上げていきましょう。  

１ 第６９回 入学式                 小学生から中学生へ･･･。大人への第一歩!!  

 ４月５日(木) 、午後１時から本校体育館にて第６９回

入学式が行われました。新入生は１８０名で、程良い緊

張感と中学生になる意気込みが感じられる式となりまし

た。校長からの式辞やＰＴＡ会長からのお祝いの言葉の

後には、吹奏楽部の演奏で生徒会本部や後期総務委員の

生徒の他、教職員がいっしょになって本校の校歌を紹介

しました。新入生の皆さんも神中生として早く校歌を覚

え、行事などの際には大きな声で歌ってほしいと思いま

す。新入生代表の言葉は大口台小学校出身の小谷野夏実

さんが行い、中学校生活への期待と抱負、決意などをしっかりと語ってくれました。新入生の皆さ

んには、中学校３年間、何事にも前向きな姿勢で臨み、充実した学校生活を送ってもらいたいと思

っています。 

ご多用の中、多くのご来賓の皆様に新入生を温かく迎えていただきました。本当にありがとうご

ざいました。                   吹奏楽部員・生徒会本部・後期総務委員による校歌紹介 

中学生としての決意に溢れる新入生代表のことば 

 

 

 

 

２ 着任式と離任式  

 春は出会いと別れの季節と言いますが、４月５日には新たに本校に転入された先生方の着任式、

そして４月６日には、長年にわた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先生方と

のお別れの離任式が行われました。着任された先生方には、本校生徒のよりよい成長を支える丁寧

なご指導を願うとともに、離任される先生方にはそれぞれの所属先で、神奈川中学校で培った経験

を生かして、ご活躍していただくことを願っています。 

★ 職員の異動 

【離任者】 

  遠藤 まり   副校長  平成２７年度より３年間在任  大口台小学校へ異動 

  鈴木 理香子  主幹教諭  平成２４年度より６年間在任  六角橋中学校へ異動 

  佐々木 よう子 養護教諭  平成２３年度より７年間在任  舞岡中学校へ異動 

  江藤 裕也    教諭   平成２４年度より６年間在任  軽井沢中学校へ異動 

  乗松  紀    教諭   平成２４年度より６年間在任  上菅田中学校へ異動 

  樹所 美由樹   教諭   平成２６年度より４年間在任  岡津中学校へ異動 

  横井  翔    教諭   平成２６年度より４年間在任  美しが丘中学校へ異動 

  竹内 伊久    教諭   平成２９年度より１年間在任  荏田南中学校へ異動 

【着任者】 

  平原 智美    副校長   理科  末吉中学校より 

  吉田 倫子    教諭    理科  十日市場中学校より 

  松本 清隆    教諭   保健体育 下瀬谷中学校より 

  森岡 知宏    教諭    英語  鴨居中学校より 

  山田 みどり   養護教諭   養護  藤の木中学校より 

  畠中 佳菜   事務職員   事務  保土ヶ谷中学校より 

  磯村  巧    教諭    国語  新任 

  砂川 慎太郎  非常勤講師  数学  寺尾中学校より 

  阿部 高志  非常勤講師 個別支援 岩井原中学校より 

  福原 加津明  初任指導員  国語  拠点校：日吉台中学校より 

３ 生徒会主催 ･･･ 対面式       ２・３年生の上級生に向けて、新入生代表のことば 

２年生・３年生が参加した離任式の後、時

間を遅らせて登校した新入生が体育館へ入場

し、初めて上級生と出会う「対面式」が行わ

れました。生徒会本部役員の運営で式が進め

られ、峯岸哲也生徒会長からの新入生歓迎の

あいさつをはじめ、パワーポイントを使った

本部役員からの年間行事予定紹介や学校の規

則についての説明がありました。またその後、

ステージ上で専門総務委員会の活動内容が、

各専門総務委員長よりわかりやすく、楽しく

紹介・説明されました。最後に、新入生代表

のことばとして、１年１組の岩﨑新生さんか



ら中学校生活への力強い決意が述べられました。１年生は入学と同時に生徒会会員になりました。 

これから各専門委員や総務委員となって積極的に委員会で活動してみたり、各学級の係活動で頑張

ってみたり、中学校では皆さんが活躍できる場がたくさんあります。是非、１年生も上級生と力を合

わせて生徒会活動を盛り上げていってほしいと思います。先生たちも皆さんの自治活動を応援してい

きます。 

４ 部活動オリエンテーション       

４月１１日(水)の６校時、１年生を対象に部活動オ  水泳部の紹介!! 締まった体型と腹筋が鍛えられます。 

リエンテーションが行われました。１年生にとって部

活動は、中学生になって楽しみにしていることの一つ

だと思います。各部活、３分の持ち時間の中で工夫あ

る部活動紹介が行われました。興味関心のある部活動

について、３日間の仮入部期間を経てから本入部とな

ります。この日の放課後には、帰りがけに早速気にな

った部活動を見学している１年が多数いました。 

部活動では１年生から３年生まで一緒になって活

動するので、他学年の先輩たちと仲良くなれる絶好

の場です。また、日頃の練習や活動で技術や技能がどんどん高まっていく喜びを味わうことができ

る他、試合で勝ったり、コンクールで入賞したりする喜びもあります。逆に悔しい時もありますが、

それが次のステップにつながり、益々成長していけます。何事も継続は力になります。３年間続け

られる部活動を保護者と相談しながら、じっくり考えて選んでください。 
                                     

サッカー部の紹介!! リフティングが上手でした。      バドミントン部の紹介!! 息の合ったダンスもありました。 

５ 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。心配事や悩み事など、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、養護教諭の山田先生に申し出てください。相談活動には予約が必要ですので、必ず

前もって予約するようお願いいたします。 

６ セクシャルハラスメント相談窓口担当  

   生徒・保護者に関すること・・・ 山田 みどり (養護教諭) 

森 徹司 (生徒指導専任教諭) 

    教職員に関すること・・・・・・ 平原 智美 (副校長) 

 

   学校外の相談窓口・・・・・・・ 教育総合相談センター ６７１－３７２６～８ 

７ 平成３０年度 職員紹介 

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 平原　智美 理科

3 １年主任・副担任 小久保　道子 数学 学習指導 茶道

4 １組担任 木村　匡宏 英語 生活指導 サッカー

5 ２組担任 磯村　 巧 国語 保健安全 バスケットボール

6 ３組担任 吉田　倫子 理科 特別活動 野球

7 ４組担任 森岡　知宏 英語 学習指導 卓球

8 ５組担任 藤井　雅章 保健体育 特別活動 剣道

9 ８・９組担任（サポート非常勤） 阿部　高志 個別支援

10 副担任 長谷部　雅博 数学 学習指導 吹奏楽

11 副担任 栃原　磨美 家庭科 特別活動 水泳

12 教務主任・副担任 村山　浩子 社会 学習指導 卓球

13 ２年主任・副担任 若松　一貴 社会     特別活動 水泳

14 １組担任 勝山　宏美 保健体育 生活指導 バレーボール

15 ２組担任 山口　 徹 英語     学習指導 剣道

16 ３組担任 兒玉　虎二郎 英語     特別活動 パソコン

17 ４組担任 常盤　愛実 国語     学習指導 美術

18 ５組担任 根岸　 周 技術科   学習指導 バスケットボール

19 ８・９組担任 加藤　誠子 個別支援 保健安全 陸上競技

20 副担任 中川　竜也 数学     特別活動 サッカー

21 副担任 佐々木　誌保 英語     保健安全 茶道

22 ３年主任・副担任 渡邊　 淳 美術    学習指導 美術

23 １組担任 田口　尚希 国語    特別活動 ソフトテニス

24 ２組担任 平澤　香織 社会    特別活動 パソコン

25 ３組担任 松本　清隆 保健体育 生活指導 野球

26 ４組担任 中島　大志 理科    特別活動 ソフトテニス

27 ５組担任 相沢　里沙 音楽    学習指導 バドミントン

28 ８・９組担任 鈴木　裕太 個別支援 保健安全 バドミントン

29 生徒指導専任・副担任  森　 徹司 数学 生活指導 陸上競技

30 進路主任・副担任 金澤　大助 理科    学習指導 吹奏楽

31 生徒指導専任教諭後補充非常勤 砂川　慎太郎 数学

32 養護教諭 山田　みどり 養護 保健安全 バレーボール

33 学校事務職員 畠中　佳菜 事務

34 ＡＥＴ イブリズ・ダヤ 英語

35 初任研派遣指導員 福原　加津明 国語

36 学校司書 滝川　豊美 図書

37 スクールカウンセラー 高田　 航 カウンセラー

38 学校用務員 藤田　則子 用務員

39 学校用務員 佐藤　尚武 用務員

1 産前産後休業・育児休業 山田　里花　 英語

2 育児休業 江見　大成 数学
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８ コンテスト等と部活動の活躍 

 野球部  横浜市中学校春季野球大会 ２回戦出場  対 港南台第一中学校 ０－７ 敗戦  


