
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大人になるための準備をする期間」 

校 長  市之瀬 雅夫  

 校門付近のプランターの花が咲き乱れる中で、令和３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・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 199 名、２学年が 182 名、３学年が 158 名、全校で 539 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。 

その意味において、中学校の義務教育最後の３年間は「大人になるための準備をする期間」であるとも言えます。中

学校は、教科でより専門性の高い知識や見方・考え方を学ぶ場であることはもちろんのこと、学級や部活動の中で人間

関係を学び、心身を鍛え、社会の一員になるための基礎をつくる場であります。これらの学びは決して楽なものではあ

りませんが、一度だめでもねばり強く学び続けることや、一人で悩まず周囲の人と相談しながら解決を図っていくこと

も大人への準備として大切であることは言うまでもありません。 

入学式で、これから多くの課題を乗り越えていく新入生に本校の文化、伝統ともなっている諸活動での基本姿勢「全

員を仲間と認める」「仲間と協力する」「仲間を大切にする」を紹介し、次のように伝えました。 

仲間たちと共に助け合い、共に成長していく姿が、南が丘中学校が求める生徒の姿です。皆さんも南が丘中学校の生

徒の一員としてともに成長して参りましょう。また、今日より、全員の力を結集し、もてる力を存分に発揮してさらに

すばらしい南が丘中学校を共に作って参りましょう。皆さんに大いに期待をしております。 

生徒が仲間たちと共に助け合い、共に成長し、大人になるための準備ができる学校を目指して生徒に寄り添い、支援

に努めてまいります。皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

○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。養護教諭の薗部 友香、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務めます。どうぞよろしくお願いいたします。 
   4月 7日（水）、16日（金）、23日（金）ＡＭ 勤務予定です。 相談室直通電話：℡７３１－５０３２ 

 ○令和 3年度 ４月 の主な予定 （変更になる場合があります） 

4月 7日（水） 始業式・入学式 22日（木） 部活動保護者説明会 

8日（木） 
新入生歓迎式・離退任式 23日（金）・26日（月） 

28日（水）・30日（金） 

 

１年家庭訪問 

生徒会/部活動オリエンテーション ２・３年教育相談期間 

9日（金） 身体計測 27日（火） 市学力・学習状況調査 

12日（月） 学級写真撮影・防災訓練 9日（金）～13日（火） 部活動見学期間 

16日（金） 学級懇談会・PTA委員総会 14日（水）～22日（木） 部活動仮入部期間 

19日（月） 副教材費納入日 23日（金）～ 部活動本入部開始 

 ※１学年の学級懇談会において、PTAの委員選出を行います。 

【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】【開】 

     ○ 心豊かで、地域社会に貢献できる生徒を育成します。  【徳】【公】 

     ○ 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３年度 ４月号 

令和 3 年 4 月 8 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 大西 利幸   英語 

 

 

 

 

令和 3 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  椎野 智子   英語   バドミントン部 

 １組担任   三浦 定和   社会   バスケットボール部 

 ２組担任   柴田 遥菜   保健体育 水泳部 

３組担任   市川 勝久   国語   ソフトボール部 

４組担任   平野 なつみ  理科   吹奏楽部 

５組担任   能戸 宏聡   数学   ソフトボール部 

副担任    鈴木 由喜子  英語   美術部 

副担任    伊里 友希   数学   家庭部 

 

２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   山口 拓海   英語   バスケットボール部 

３組担任   藤井 航    理科   バドミントン部 

４組担任   江川 由希子  家庭   吹奏楽部 

５組担任   前田 竜吾   社会   陸上競技部 

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 

副担任    菅原 砂智江  美術   美術部 

 

３年学年主任  田嶋 正和   数学   水泳部 

１組担任   野中 康平   社会   ソフトテニス部  

２組担任   渡邊 道子   英語   家庭部 

３組担任   磯谷 愛美   国語   卓球部 

４組担任   近藤 美加   音楽   バレーボール部 

副担任    中野 博貴   理科   野球部 

副担任    谷地田 三輪  保健体育 バドミントン部 

 

８組担任    藤井 正幸   保健体育 野球部 

   比留川 なつ美 保健体育 陸上競技部 

 

非常勤講師  奥田 雅己   技術   将棋部 

 

養護教諭   薗部 友香        卓球部 

生徒指導専任 増尾 隆    保健体育 サッカー部 

 

～離退任されました～ 

副校長  繁里 賢  (岩崎中学校へ) 

教諭   三谷 哲也 (新田中学校へ) 

教諭   荒井 響子 (六ツ川中学校へ) 

教諭   岡山 永  (六角橋中学校へ) 

教諭   奥田 雅己 (退任:南が丘中学校へ) 

教諭   木下 ユミ子(浦島丘中学校へ) 

教諭   笹原 秀一 (笹下中学校へ) 

養護教諭 池田 紗和子(南高付属中学校へ) 

教諭   永井 美菜 (老松中学校へ) 

教諭   西村 優貴 (市外) 

非常勤講師 森村 公亮 (岩井原中学校へ) 

非常勤講師 本間 尚子 

技能吏員 青木 稔  (もえぎ野中学校へ) 

技能吏員 上原 綾子 (洋光台第二中学校へ) 

 

～着任されました～ 

副校長  大西 利幸 (鶴見中学校より) 

主幹教諭 中野 博貴 (丸山台中学校より) 

教諭   伊里 友希 (篠原中学校より) 

教諭   柴田 遥菜 (矢向中学校より) 

教諭   比留川なつ美(初任:岩崎中学校より) 

教諭   菅原 砂智江(戸塚中学校より) 

養護教諭 薗部 友香 (初任) 

教諭   山口 拓海 (共進中学校より) 

教諭   市川 勝久 (日吉台中学校より) 

非常勤講師 奥田 雅己 (南が丘中学校より) 

技能吏員 渡部 幸子 (中丸小学校より) 

技能吏員 志村 圭一 (並木第四小学校より) 

学校司書   黒川 真弓 

事務主事   鈴木 克秀 

技能吏員   渡部 幸子 

技能吏員   志村 圭一 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ  鈴木 洋 

ＡＥＴ    Oshane Stewart 

職員室業務アシスタント 清水 やよい 

       川田 智枝子 

   よろしくお願いします。 


