
 

 

 

 

 

 

 

 

                            校長  間邊 浩二 

昨年からの新型コロナウイルス感染防止が続く、いわゆるコロナ禍ですが、４月７日

には着任式、始業式、そして入学式を実施することができました。当日は２、３年生の

進級や新入生の入学式をお祝いしてくれたかのように、爽やかな太陽が現れ、146 名

の新入生を迎えて全学年合わせて１６学級 508 名で令和３年度がスタートしました。 

午後から実施した入学式は、保護者の皆様には各家庭１名のみの出席という制限

がありましたが、新入生の晴れの舞台を一緒に迎えていただき、喜びを共有するこ

とができたことは、本当によかったと思っています。お子様の中学校生活におきましては、これからご

協力いただくこともありますが、全員が元気に楽しく過ごせる中学校生活になるようにと思っていま

す。 

申し遅れましたが、私は今年度より松本中学校の校長を務めます間邊浩二と申します。この 3 月まで

は鶴見区にあります鶴見中学校で６年間校長をしておりました。このたびはご縁があり校長として、本

校に着任したことをとても光栄に思っております。特に着任式や始業式では進級したばかりの２、３年

生の姿勢が大変すばらしく、一人ひとりの生徒がこの学校を大切にしてきていることを感じました。こ

れはひとえに昨年度まで本校の校長として 6 年間勤務された矢田弘校長先生を中心とした教職員の指導

や、地域や保護者の皆様からの温かい支援のたまものであると思っています。改めて引き継いだ者とし

て責任の重さを実感しています。 

 令和３年度のスタートにあたり、学校づくりに向けた「校長の思い」を教職員に伝えました。 

第一の思いは「笑顔で会える学校づくり」です。これは生徒一人ひとりが「だれもが 安心して 豊か

に」安定した気持ちで学校生活が送れることを第一義と考えています。508 名の生徒すべてがこうした

状況を作ることは実はかなり難しい課題です。悩みがあって元気がなかったり、なかなか学校に足が向

かない生徒など中学生はとても揺れ動く時期でもあります。こうした課題の克服に向けて一歩ずつです

が努力して参りたいと思っています。 

第二は「保護者の気持ちになって生徒支援ができる学校づくり」です。教職員とともに「自分が生徒の

保護者だったらどうしてほしいか。」といった判断と行動ができるように努めて参りたいと思っていま

す。 

第三は「地域とともに歩む学校」です。本校は改めて言うまでもなく、地域の学校として様々な形で連

携し、支援していただいて参りました。今後もますます「地域の学校」としての役割をしっかり受け止め

ながら、地域や保護者の皆様との絆を大切にしてより明確に充実できる組織づくりを考えて参りたいと

思っています。様々な状況を踏まえて、学習や行事への生徒の取組を伝え、着実に実績を

残していくよう努めて参ります。 

 今後も新型コロナウイルスに関する感染防止対策に関係する教育活動の制約は続くと

思われます。皆様の健康と安全に十分に配慮しながら、これからも学校教育を進めて参

ります。 

改めて、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

横浜市立松本中学校 

学 校 だ よ り 
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だれもが 安心して 豊かに 生活できる学校をめざして 

校長 間邊浩二 



 

 

　　　　学年
担当

学年主任 田中　秀昌 保体 石井　　亮 英語 田中　修二 数学

担任 長田　優馬 理科 小田喜通隆 理科 菅野　洋平 数学

担任 西野　聖子 音楽 桐生　真衣 保体 坂口　瑞穂 理科

担任 髙屋敬一郎 社会 村上　　武 数学 山崎　翔平 国語

担任 那須田恵理 英語 大島　史子 社会 原　亜由美 英語

担任 難波希三子 国語 野口　智弘 美術

8組担任 布　　健児 保体 古部　香織 国語 落合　宏弥 保体

副担任 上原　和美 数学 長野　陽子 家庭 海野　朋美 社会

副担任 桝田明日香 国語 野尻　哲也 英語 先崎　　究 保体

副担任 中﨑　安弘 技術
生徒指導
専任教諭 保体

養護教諭

特別支援
教諭
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学校司書

職員室業務
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教職
大学院

　令和３年度　横浜市立松本中学校　職員組織
校長　：間邊　浩二　　　　　副校長　：渡辺　寿也

第１学年（黄） 第２学年（緑） 第３学年（赤）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水　昭幸

永田　大貴（理科）

ジオバニ　オリベラ

田中　典子

柏山美奈子

山本ひとみ

羽藤　紀子

佐藤　詠子

高次　　俊　　　小口佐知子　　

筒井恵里子

高場　恭子

【セクシャル･ハラスメント相談窓口の設置について】 

横浜市の「職場におけるセクシャル･ハラスメント防止に関する指針」に基づき、各学校

の「わいせつ・セクハラ」行為防止のための校内委員会を設置します。 

本校では、養護教諭の「山本ひとみ」先生、生徒指導専任教諭の「清水昭幸」先生、ス

クールカウンセラーの「筒井恵里子」先生が担当します。 

 なお、教育委員会の窓口は【教育総合相談センターTEL671-3726】です。 



 【離 任 職 員】

矢田　　弘 校長 横浜市立富岡東中学校へ
関口　晶雄 副校長 横浜市立潮田中学校（校長）へ

中本　　恵 教諭 横浜市立寺尾中学校へ

千代田明佳 教諭 横浜市立老松中学校へ
久保田建二 教諭 横浜市立中山中学校へ
浦住　淳平 教諭 横浜市立都田中学校へ
川名　美咲 教諭 横浜市立保土ケ谷中学校へ
吉田　若菜 教諭 横浜市立永田中学校へ
牛込　英人 教諭 横浜市立永田中学校へ
間宮　清美 教諭 未定
船坂　亮介 教諭　 杉並区立阿佐ヶ谷中学校へ
スティーブン・クラーク 教諭 私立横浜隼人高等学校へ
村田　光司 技術員 横浜市立岡野中学校へ

【着 任 職 員】

間邊　浩二 校長 横浜市立鶴見中学校から

渡辺　寿也 副校長 横浜市立市場中学校から

先﨑　　究 主幹教諭 横浜市立仲尾台中学校から

那須田恵理 教諭 横浜市立富岡中学校から

古部　香織 教諭 横浜市立樽町中学校から

長田　優馬 教諭 横浜市立鴨居中学校から

桝田明日香 教諭 新任

桐生　真衣 教諭 新任

高次　　俊 技術員 横浜市立西寺尾第二小学校から

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度入学式のようす 

４月７日、あたたかな春の日差しのもと入学式が行われました。新入生のみなさん、ご入学お

めでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【教育相談窓口の設置について ～ スクール・カウンセラー ～】 

横浜市では、暴力行為やいじめ、不登校等の未然防止、早期発見、早期解決を図るため、各学校

に専門のカウンセラー等を派遣し生徒や保護者へのカウンセリング、助言などの支援にあたって

います。本校では、「筒井恵里子」が配置されています。友人関係や部活、勉強、家族など幅広く

相談に応じていただけます。毎週金曜日に職員玄関横の「保健相談室」で行います。 

「生徒」と「保護者」が対象です。教育相談専用の電話がありますので、「スクール・カウンセ

ラー」または学級担任と連絡をとって予約してください。 

  電話番号：３２３－２６８５（カウンセラー来校時のみ） 

  詳しくは、松本中学校のホームページ、または、配付されるプリントをご覧ください。 

【門の施錠】 

《 正門 》：登下校時間帯は開門。それ以

外は閉門しますが、施錠はしません。 

《 神大寺門 》：登下校時間帯は開門、そ

れ以外は閉門、施錠をします。登下校時以

外のご来校の際は正門をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【5 月の行事予定】 

 

日 曜 　　　　　　行　　　　　　事 日 曜 　　　　　　行　　　　　　事

1 土 17 月 体育祭取組開始

2 日 18 火 臨時専門委員会15:40

3 月 憲法記念日 19 水

4 火 みどりの日 20 木 歯科検診（２年）

5 水 こどもの日 21 金
臨時全校評議会15:50
尿検査（２次）※１次未提出者のみ

6 木 専門委員会14:50 22 土

7 金
尿検査（１次）

23 日

8 土 24 月 総下校14:55

9 日 25 火 体育祭学年練習①

10 月 26 水 体育祭学年練習予備日

11 火 27 木 全国学力学習状況調査（国語・数学・生活）３年

12 水 28 金

13 木 内科検診　　副教材費納入日　８：００～９：００ 29 土

14 金 全校評議会15:50 30 日

15 土 31 月

16 日

教育実習開始

５月２４日（月）～６月１１日（金）

S

S

教育実習開始

５月２４日（月）～６月１１日（金）

S

部活動 仮入部期間４月１９日（月）～５月７日

S

【電話連絡】 

朝8：30～40 は、職員打合せをしてお

りますので、学校への電話連絡は、この時

間を避けておかけください。 

（生徒完全下校の1時間後を目安に留守番

電話にさせていただきます、） 


