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令和３年度 どうぞよろしくお願いいたします 

 
校長  松岡 秀彦  

 令和３年度が始まって間もなく一か月がたとうとしています。そして、緊張と期待で過ごした４月の終

わりと入れ違いで、心浮き立つ「ゴールデンウィーク」が始まります。しかし、今年も昨年に引き続き、

「自粛のゴールデンウィーク」を過ごすことになりそうです。 

 「コロナ禍」を頭の中心においてことを語ろうとすると、どうしても暗く重苦しいものになってしまい

ますが、毎日学校に通うことができ、友だちとともに笑い、ともに楽しむことができる現状を考えれば、

少しずつではありながら、克服できている部分もあると実感できます。油断は大敵ですが、コロナを正し

く恐れながら、コロナを超えた生活を創り出していきたいと思います。 

 遠い国際宇宙ステーションでは、日本人の飛行士どうしがタスキを受け渡ししました。宇宙開発におい

て日本は後発国ですが、粘り強く努力を続けた結果、この「快挙」にたどり着きました。そしてそれ以前

に、２３日に地球を出発した宇宙船が翌２４日に地上から４００キロ以上離れた上空の宇宙ステーション

にたどり着いていること自体も人類がもたらした「快挙」と言えるでしょう。 

 これまでに人類は、実現不可能だと言われてきたことをたくさん実現させてきました。人類のたゆまぬ

努力はこれからも不可能を可能に変えていくでしょう。新型コロナウィルスもそう遠くない未来、人類の

力によって恐れるに足らぬ存在になることを願います。 

 そして学校は今日も、未来の宇宙飛行士への、未来の科学者への、未来の医療従事者への、学びを支え

る場所でありたいと思います。 

 さて話は宇宙からぐっと身近な話になりますが、本校は「自ら考え ともに歩み 新たな社会を創る」

資質・能力を育むことを学校教育目標としています。より主体的に学び続ける一中生に、より他者と協力

し合う一中生に、より新たな価値を創造できる一中生に成長できるよう、そして、生徒の健康・安全を最

優先に、「だれもが安心して豊かに」生活できるよう、職員一丸となって取り組んでまいります。 

令和３年度も、どうぞよろしくお願いいたします。 

離任・退職された先生・職員 

       副校長 （瀬ケ崎小学校へ）         養護教諭 （秋葉中学校へ） 

       主幹教諭 （日野南中学校へ）        事務職員 （ご退職） 

       教諭 （ご退職）              カウンセラー （洋光台第一中学校区へ） 

       主幹教諭 （並木中学校へ）         初任研指導教諭 （舞岡・南戸塚中学校へ） 

       養護教諭 （左近山中学校へ）        学校司書 （港南台ひの特別支援学校へ） 

       教諭 （横浜国大附属横浜中学校へ）   

       教諭 （笹下中学校へ） 

今までありがとうございました！ 



◆４月１２日（月）に、体育館からの映像配信に

よる、１年生への部活動紹介オリエンテーション

を行いました。◆各部活動の先輩たちはユニ

ホームを着たり、道具を準備したりしながら実演

し、１年生に各部活動の特徴をわかりやすく紹

介しました。◆１年生はどの部活動に入るか考

えながら、先輩たちの活動する姿を真剣に見つ

めていました。 

入学式 
◆４月７日（水）、これから始まる中学校生

活への希望と期待に胸をふくらませた１７１

名（男子９３名・女子７８名）の新入生が入

学いたしました。◆感染症対策の関係から、

ご来賓の皆様には参列いただくことがかなわ

ず、新入生、一部の在校生、教職員での参列

とし、保護者の皆様には別室での映像配信を

ご覧いただく形ではありましたが、無事晴れ

やかな式典を迎えることができました。 

◆これからのおもな予定 ＊今後の情勢等により変更する場合があります。 

５月 ６月 

３日（月） 憲法記念日 １日（火） １年内科検診 

４日（火） みどりの日 ２日（水） 開港記念日 

５日（水） こどもの日 ４日（金） 耳鼻科検診 

１０日（月） 専門委員会 特別委員会 １５日（火） ２年内科検診 

１４日（金） 尿検査 １６日（水） 
前期中間試験 

１７日（月） 特別委員会 １７日（木） 

１８日（火） 専門委員会 ２３日（水） 
専門委員会 特別委員

会 

１９日（水） 体育祭準備 ２５日（金） 生徒総会 

２０日（木） 体育祭 
２９日（火） 

３年内科検診 

２１日（金） 体育祭予備日① １年校外学習 

２５日（火） 体育祭予備日② ◆5/20（水）に実施予定の「体育祭」は、

感染症拡大防止の観点から、生徒、教職員、

及び一部の保護者（ＰＴＡ役員）による開催

といたします。皆様のご理解、ご協力をお願

いいたします。 

２７日（木） 
３年全国学力学習状況調査 

（国・数） 

    



着任した先生・職員の紹介 

令和３年度 港南台第一中学校職員 

校 長：松 岡  秀 彦     副校長：本江 伊智郎  

  １ 年（５クラス） ２ 年（４クラス） ３ 年（５クラス） 

学年主任  （数学）  （数学）  （国語） 

１組担任  （数学）  （社会）  （保体） 

２組担任  （美術）  （国語）  （英語） 

３組担任  （保体）  （英語）  （数学） 

４組担任  （数学）  （保体）  （社会） 

５組担任  （国語）      （理科） 

個別支援学級  

 学年所属 
 （英語）  （保体）  （英語） 

 （英語）  （理科）   

 （音楽）      （家庭） 

 （社会）         

   
 

◆生徒指導専任：         

◆養護教諭： 

◆事務職員： 

◆技 術 員：     、 

◆教務主任：           

◆進路主任：            

◆道徳教育推進教師：      

◆人権教育担当： 

◆特別支援教育コーディネーター： 

◆国際教育担当： 

 ◆栄養指導教諭： 

 

◆司書教諭： 

◆学校図書館司書： 

◆ ： 

◆ ： 

◆ＡＥＴ： 

◆職員室業務アシスタント： 

     、 

◆給食配膳員： 

     、     、 

     、     、 

 

よろしくお願いします！ 

本江 伊智郎 副校長 

（西柴中学校より） 

 みなさま、はじめまして。この4月に金沢区の西柴中学校から着任しました、副校長の本江

伊智郎（ほんごう・いちろう）と申します。もともとは美術科で、３０年くらい横浜市内の中

学校で美術の授業をしていました。港南台一中の温かな雰囲気の中、学習や行事などのよりよ

いサポートに努めて参ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

      主幹教諭 

（蒔田中学校より） 

 港南台第一中学校に初めて来た日、アマビエと、生徒の「こんにちは」という大きな声に迎

えられました。生徒の活動が活発さと礼儀正しさを感じ、とても明るい気持ちになりました。

そんな生徒のみなさんとともに、成長をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

     教諭 

（深谷中学校より） 

 みなさま初めまして。戸塚区深谷中学校から参りました。私自身の住まいが港南区というこ

ともあり、この度のご縁をとても喜んでいます。生徒の皆さんも穏やかな印象で、これからの

学校生活が楽しみです。クラスは個別支援学級の担任をさせていただきます。教科は家庭科で

す。健康第一で頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

      教諭 

（小田中学校より） 

 着任から一か月ほどが経ち、だいぶ港南台第一中学校の雰囲気にもなじんできました。元気

いっぱいの１年生や、やるべきことをきちんとできる頼もしい２・３年生から刺激をもらい、

日々楽しく過ごしています。全校のみなさんの顔と名前を早く覚えていきたいと思います！こ

れからよろしくお願いいたします。 



先生たちの役割を紹介します 

【特別支援教育コーディネーター】 ≪担当≫  

◆生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、保護者をはじめ、福祉・医療などのさまざまな関係機関との連携・協

力を推進しながら、適切な教育的支援を行うための調整役となる先生です。 

【学校におけるセクシャル・ハラスメント相談窓口】 ≪担当≫   （生徒指導専任）、  （養護教諭） 

◆スクールセクハラの相談窓口を設けています。お気づきのことなど、お気軽に担当までご相談ください。 

＊なお、教育総合センターの一般教育相談（電話：６７１－３７２６、月～金 ９：００～１７：００）も、セク 

シャル・ハラスメント相談窓口として利用できます。 

【部活動相談窓口】 ≪担当≫ 副校長、  、 

◆本校では部活動に関する相談窓口を設けています。部活動の事は、まず顧問の先生にご相談いただくことが必要

ですが、相談しづらい事などありましたら、部活動相談担当者にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

【スクールカウンセラー】 ≪担当≫  

◆困ったことや悩み事があるときに相談できるカウンセラーが学校にいます。おもに

毎週水曜日の勤務となりますので、どうぞご活用ください。なお、生徒だけでなく保

護者の相談も受け付けています。予約も可能です。 

 ○相談室直通電話：０４５－８３２－００８７ 

          （不在時は留守電で受け付けています。） 

      養護教諭 

（大道中学校より） 

 はじめまして。養護教諭の  です。保健室の前を通るたび、「先生こんにちは」と顔を

のぞかせてくれる生徒の皆さんに毎日癒されています。あわただしくせっかちな性格なの

で、港南台第一中学校では、穏やかな気持ちで過ごせたらいいなと思っています。どうぞよ

ろしくお願いします。 

      教諭 

（浦島丘中学校より） 

 こんにちは。浦島丘中学校から転勤してきました、    と申します。港南台第一中学

校では個別支援学級を担当します。もともとの教科は保健体育です。一番の趣味はスキーで

すが、屋外で遊んだり食べたりすることが全般好きです。よろしくお願いします。 

       教諭 

（金沢中学校より） 

 金沢区金沢中学校から参りました。第2学年所属、保健体育科の        です。3年

生と2年生を担当します。保健体育で運動の楽しさと、お互いに仲間を大切にしていく授業を

目指したいと思います。よろしくお願いいたします。 

      教諭 

（洋光台第一中学校より） 

 磯子区の洋光台第一中学校から転勤して参りました    と申します。１年生の社会科

と書写を担当します。生徒の皆さんが「学んでよかった」「世界が広がった」「たのし

い！」と思えるような授業を１つでも多くできるよう努力したいと思います。どうぞよろし

くお願い致します。 

      教諭 

（新規採用） 

 はじめまして。本年度より新任として着任いたしました、    と申します。音楽科を

担当致します。初めてこの学校の校歌を聴いたとき、さわやかで心弾むメロディーにとても

惹かれました。音楽を通して生徒の皆さんの学校生活を彩り豊かなものにできるよう、精一

杯頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。 

      事務職員 

（港南中学校より） 

 いつも元気よく挨拶してくれる生徒の皆さんから元気をもらっています。生徒の皆さんが

楽しい学校生活を過ごせるように頑張ります。よろしくお願いします。 

     学校司書 

（富岡中学校より） 

 読書って何だと思いますか。わくわくどきどきしたり、時には涙を流したり、好奇心を揺

さぶられたり、勉強の助けになったり、本はみなさんの心を育て、将来の可能性を広げてく

れます。そんな本との出会いをサポートします。気軽に図書室へ立ち寄ってくださいね。 

       カウンセラー 

（小山台中学校区より） 

 皆様初めまして。学校カウンセラーの     です。毎週水曜日に学校に来ています。

先生方とはまた違った視点から、子どもたちの成長をサポートしていきたいと思います。

「カウンセラーに相談」となると、大きなことに感じてしまう方もいらっしゃるかもしれま

せんが、是非お気軽に利用してください。 

５月の勤務予定：７日（金）AM・１２日（水）PM・１９日（水）AM・２６日（水） 

６月の勤務予定：９日（水）PM・１６日（水）・２３日（水）・３０日（水） 

７月の勤務予定：７日（水）・１４日（水） 


