
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生徒の成長を支える学校に」 

校 長  市之瀬 雅夫  

 桜が咲き誇り、花が舞う中で、令和２年度の学校が始まりました。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございま

す。心よりお祝い申し上げます。そして、２年生、３年生の皆さん、ご進級おめでとうございます。今年度は、 

１学年が１８２名、２学年が１５７名、３学年が２１３名、全校で５５２名の生徒が在籍し、新年度がスタートし

ました。 

義務教育９年間のうち、６年間を小学校で過ごし、残り３年間を中学校で過ごして、義務教育の課程を修了する

わけですが、義務教育の課程を修了するということは、「社会人としての基礎・基本が身に付き、社会人としての

見識や節度、常識ある行動ができるようになっている」ということです。 

それができるようになるまでに３年しかないというのは、短かいように感じますが、中学校の３年間は、心や身

体の成長が著しい時期です。「自分が今、大切な時間を生きている」という自覚をもってしっかり学校生活に臨め

るように支援し、より大きな成長となるように努めます。 

そして、生徒が「明日が待ち遠しいなあ」「今日も学校に来てよかったなあ」そして、ご家族の皆様が「我が

子・我が孫を通わせたいなあ」と思っていただけるような学校づくりを、多くの皆様方のご協力を得て、実現して

いきたいと考えています。感染症拡大防止のため臨時休校となったあとの３月２５日の久しぶりの登校となったと

き、校内に入って「やった！学校だ！」と言った生徒がおりました。学校に対してこのように感じていただける生

徒が今後も増えるようがんばってまいります。皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。 

部活動の募集停止について 

「今後の部活動について（２月２７日）」で、部活動が適正数を超え、募集を停止せざる得ない状況であることを

お知らせしました。主たる顧問として指導できる教員がいなくなったり、継続的な指導が難しくなったりした部

については、２年間は存続するよう努めて参りますが、募集を停止いたします。学校として、やむを得ない苦渋

の決断です。生徒の社会性や自主的・実践的な態度を育成するための部活動を活性化し、持続可能なものにして

いくために、御理解くださりますよう、お願い申し上げます。なお、２年後に部活動がなくなることを承知の上

での入部は認めます。 

募集を停止しなければならなくなった部は、女子ソフトテニス部、剣道部、バレーボール部です。 

 

 

 

○セクシュアルハラスメントなどの相談窓口 

    今年度も、セクシュアルハラスメント等の相談窓口を開設しています。お子さん自身でも、保護者の方からでも、

ご相談ください。養護教諭の池田紗和子、生徒指導専任の増尾隆が窓口となります。 

 ○スクールカウンセラーの予定 

    今年度も、鈴木洋スクールカウンセラーが努めます。どうぞよろしくお願いいたします。 

   ４月１７日（金）、２４日（金）ＡＭ 勤務予定です。 相談室直通電話：℡７３１－５０３２ 

 ○令和２年度 ４月 の主な予定 ※４月７日現在 （変更になる場合があります） 

4月 6日（月） 入学式 7日（火） 始業式 

【横浜市立南が丘中学校 学校教育目標】 

     ○ 知性豊かで、国際社会で活躍できる生徒を育成します。 【知】 

     ○ 心豊かで、地域社会に貢献できる生徒を育成します。  【徳】 

     ○ 人間性豊かで、たくましい生徒を育成します。     【体】 

 

   ☆ 私たちが目指すもの ☆ 

    「全員を仲間と認める」 「仲間を大切にする」 「仲間と協力する」 

横浜市立南が丘中学校だより 

令和２年度 ４月号 

令和２年４月７日 

お知らせ 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/03/9ce1fcbbfaf7a0ffa57db89030118a43.png


 

 

 

校長  市之瀬 雅夫  理科 

副校長 繁里  賢   技術家庭 

 

 

 

 

令和２年度 南が丘中学校職員紹介 

氏 名     教 科      担当部活 

１年学年主任  藤田 隆宏   数学   ソフトテニス部 

１組担任   安田 佳史   保健体育 サッカー部 

２組担任   江川由希子   家庭   吹奏楽部 

３組担任   藤井 航    理科   バドミントン部 

４組担任   比良田 麻莉奈 英語   卓球部 

４組担任   前田 竜吾   社会   陸上競技部 

８組担任   木下ユミ子   国語   家庭部 

教務主任   佐藤 隆彦   理科   将棋部 

副担任    遠藤 真里   国語   剣道部 

 

２年学年主任  田嶋 正和   数学   水泳部 

１組担任   近藤 美加   音楽   バレーボール部 

２組担任   渡邊 道子   英語   家庭部 

３組担任   野中 康平   社会   ソフトテニス部 

４組担任   磯谷 愛美   国語   卓球部 

８組担任   永井 美菜   保健体育 バレーボール部 

副担任    三谷 哲也   理科   陸上競技部 

副担任    谷地田三輪   保健体育 バドミントン部 

 

３年学年主任  椎野 智子   英語   バドミントン部 

 １組担任   岡山 永    保健体育 サッカー部 

 ２組担任   平野 なつみ  理科   吹奏楽部 

３組担任   三浦 定和   社会   バスケットボール部 

４組担任   笹原 秀一   国語   剣道部 

５組担任   荒井 響子   美術   美術部 

６組担任   能戸 宏聡   数学   ソフトボール部 

８組担任   藤井 正幸   保健体育 野球部 

進路主任   奥田 雅己   技術   将棋部 

副担任    鈴木由喜子   英語   美術部 

副担任    久保田典子   国語    

 

非常勤講師  森村 公亮   保健体育 

 

養護教諭   池田 紗和子       バスケットボール部 

生徒指導専任 増尾 隆    保健体育 野球部 

 

 

～離任されました～ 

副校長  中嶋 啓詞 (浦島丘中学校へ) 

教諭   北尾美和子 (永田中学校へ) 

教諭   飯田 慎也 (鴨志田中学校へ) 

教諭   山本 純  (汲沢中学校へ) 

教諭   深沢 新也 (旭中学校へ) 

教諭   吉江 与子 (いずみ野中学校へ) 

教諭   渡邊 大樹 (十日市場中学校へ) 

学校事務職員 山口 茜  (茅ケ崎中学校へ) 

 

 

～着任されました～ 

副校長  繁里 賢  (鶴見中学校より) 

主幹教諭 藤田 隆宏 (松本中学校より) 

教諭   鈴木由喜子 (栗田谷中学校より) 

教諭   江川由希子 (釜利谷中学校より) 

教諭   藤井 航  (日吉台中学校より) 

教諭   前田 竜吾 (舞岡中学校より) 

教諭   木下ユミ子 (いずみ野中学校より) 

教諭   笹原 秀一 (中和田中学校より) 

非常勤講師 森村 公亮 

学校事務職員 鈴木 克秀 

学校司書   黒川 真弓 

事務主事   鈴木 克秀 

技能吏員   青木 稔 

技能吏員   上原 綾子 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ  鈴木 洋 

AET      

職員室業務アシスタント 清水 やよい 

   よろしくお願いします。 


