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未来を切り拓く生徒の育成へ向けて 

 

校長 関 恭雄 

 

 令和３年４月７日、134名の新入生を迎え、もえぎ野中学校が新年度のスタートを切りま

した。入学式での新入生代表生徒の「中学校三年間で頑張りたいこと…一つ目は、日々の勉

強で積極的に自分の意見を発言すること…二つ目は、環境問題について勉強したい…三つめ

は、思いやりを持つこと」という言葉と凛々しい姿は、中学生らしい純粋さや爽やかさと同

時に、未来を担う若者に成長していく将来性と頼もしさを感じさせてくれました。そして、

学校は限りない可能性をもつ生徒の心に火をつけ、やる気を引き出し、人としての成長を支

え続ける場でなければならいという思いを改めて抱かせてくれました。全教職員の力を合わ

せて、もえぎ野中学校の学校教育目標である「自分らしさを発揮し、未来を切り拓く生徒の

育成」の実現へ向けて取り組んでいきたいと思います。 

 

 新型コロナ感染の終息の見通しは立たない状況ですが、これまで通り感染予防のための生

活習慣を徹底しながら、生徒の成長にとって欠かせない意義ある教育活動との両立を目指

します。どちらを選んでも不利益が生じる状態をジレンマと言いますが、コロナ禍の状況で

の教育活動に関する判断は、まさにジレンマを伴う判断の連続になります。安易に割り切っ

て諦めるのではなく、最後までさまざまな選択肢や可能性を模索したうえで判断をしていき

たいと思います。 

 

 最後になりましたが、1982（昭和 57）年 4月 1日に青葉台中学校から分離独立したもえ

ぎ野中学校が、創立 40周年を迎えました。これまで地域の方々に支えられ見守られながら

発展してきた学校の歩みを振り返る 1年になります。40周年という節目の年が、母校への

誇りや愛着の気持ちと学校を支え続けてくださった地域の方々への感謝の気持ちを抱ける

年になってほしいと願っています。4月に着任したばかりの私自身も、もえぎ野中学校の歴

史や伝統、生徒、家庭、地域、教職員のことを正しく理解したうえで、重点を置くべきこと

や優先すべきこと、時代が変わっても大切に守るべきことと時代の求めに応じて取り入れる

べきことを見極め、学校経営を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 
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令和３年度 横浜市⽴もえぎ野中学校職員 

校⻑ 関  恭雄  1 年 2 年 3 年 
副校⻑ ⼩林 祐樹 学年主任 捧  ⿓⼀ 英語 ⾦⼦ 陽⼀ 理科 𠮷岡 直⼦ 保体 
教務主任 ⼭下 直美 1 組担任 齋藤 智  保体 ⼭本 晃代 美術 池⽥ 真穂 数学 
⽣徒指導専任 相澤 亮太 2 組担任 砂⾦智太郎 数学 前⽥ 寛  国語 渡邉 俊明 理科 
進路主任 伊藤 嘉郎 3 組担任 宮﨑 雄⽃ 理科 荻堂 拓海 保体 齋藤 雅樹 社会 
養護教諭 伊藤みゆき 4 組担任 町⽀ 由佳 英語 武藤 恭⼦ 家庭 宮部 光代 英語 
事務主事 宮下 汐⾥ 7 組個別 濵名 美雪 個別 ⽔間めぐみ 個別 宮崎 祥  保体 
学校⽤務員 ⻘⽊ 稔 副担任等 ⼭下 直美 国語 相澤 亮太 数学 伊藤 嘉郎 数学 
学校⽤務員 井上 玲⼦ ⻄⼭千⾹⼦ ⾳楽 阿部 圭汰 社会 久保薗直美 国語 
⾮常勤講師 丸⼭⼀郎（社会） 丸⼭ ⼀郎 社会  保⽊ 豊忠 技術 
⾮常勤講師 保⽊豊忠（技術）  伊藤みゆき 養護  
職員室 ASST 菅原智⼦・櫻⽥陽⼦ SSW 栁澤 洋⼦   
SC 豊澤 恭⼦     
学校司書 ⼩塚 眞澄     
初任者指導 ⾼島 和夫     

令和３年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

離退任者者紹介 
校⻑  染⾕ 富美恵  退任 

主幹教諭  ⼩林 ⼀範   退任 
主幹教諭  瀬間 貴浩   異動（⼾塚⾼等学校へ） 

教諭  ⾵間 真    異動（⾼⽥中学校へ） 
教諭  船⽊ 智奈絵  異動（東⼭⽥中学校へ） 
教諭  倉沢 勇輝   異動（⽇吉台中学校へ） 
教諭  加藤 忠義   異動（丸⼭台中学校へ） 

  教諭  伊藤 望  任期満了 
学校⽤務員 堀⽥ 浩史   異動（つつじが丘⼩学校） 
学校⽤務員 藤澤 朋⼦ 任期満了 
 

着任者紹介 
  校⻑ 関  恭雄 （上菅⽥中学校より）、 主幹教諭 捧  ⿓⼀ （⼤⿃中学校より） 
  教諭 渡邉 俊明 （寺尾中学校より）、    教諭 齋藤 智  （万騎が原中学校より） 
  教諭 宮﨑 雄⽃ （ 新採⽤ ） 、     教諭 荻堂 拓海 （ 新採⽤ ）    

教諭 ⻄⼭ 千⾹⼦（⼤綱中学校より）、    教諭 砂⾦ 智太郎（⼤綱中学校より） 
教諭 阿部 圭汰 （社会科）、        教諭 保⽊ 豊忠 （樽町中学校より） 
学校⽤務員 ⻘⽊ 稔 （南が丘中学校より） 
学校⽤務員 井上 玲⼦（⾕本⼩学校より）、  SSW 栁原 洋⼦ 
初任研指導 ⾼島 和夫（⽇吉台中学校より） 
また、 宮崎 祥 教諭が育休から復職いたします。 
よろしくお願いいたします   



＜第４０回入学式＞ 

１３４人の新入生を迎えました。全校で４３４人になりました。 

                          

入学式の様子                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校長式辞               新入生代表のことば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な相談窓口について 

 

今年度も校内に相談窓口を設け、様々な相談について適切に対処してまいります。 

 

■「わいせつセクハラ」相談窓口・・・小林祐樹（副校長）・伊藤みゆき（主幹養護教諭） 

 

■この他、困りごとなどの様々な相談の第一の窓口は学級担任になりますが、 

学年主任（1年：捧
ささげ

龍一、2年：金子陽一、3年：𠮷岡直子）、養護教諭（伊藤みゆき）、 

生徒指導専任兼特別支援コーディネーター（相澤亮太）にも遠慮なくご相談ください。 

また、どこに相談して良いのか分からない時は、副校長（小林祐樹）にご連絡ください。 

                      もえぎ野中学校 【TEL９７１－７８５５】 

■スクールカウンセラー・・・豊澤恭子［もえぎ野中学校相談室【TEL９７１－０８５４】］ 

              ※火曜日９：４５～１７：００（この時間以外は留守電です） 

■スクールソーシャルワーカー・・・栁澤洋子 

■横浜市教育総合センター・・・【TEL６７１－３７２６～8】 

■青葉区役所こども家庭支援課・・・【TEL９７８－２４６０】 



 

 

 

５月スクールカウンセラー来校予定日 

   ５ 月１１日（火） 

   ５ 月１８日（火） 

   ５ 月２５日（火） 

    

 

 

 

適切なペアレンタルコントロール（保護者による管理）を行いましょう 

保護者が想像する以上に子どもはインターネット端末の使い方を知っています。しかし、使い方を

知っているだけで、正しい使い方を学んでいるわけではありません。また、フィルタリングは有効な

トラブル回避の方法ですが、これだけでは全ての有害情報や交流サイトの利用を防ぐことはできませ

ん。子どもをトラブルや犯罪被害から守るために、ペアレンタルコントロールも併せて行いましょう。 

【機材の管理】 【利用の管理】 【情報の管理】 【ルールの管理】 

（神奈川県警察ホームページより抜粋） 
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