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5 年目の森中では、 

 久しぶりに生徒たちの顔を見て話ができました。どの学年も大変立派な姿で話を聞いてくれました。１年生１６４

名、２年生１４８名、３年生１４９名で、スタートしています。4月の森中は、木 の々緑だけでなく、生徒たちの個性

であふれています。コロナ禍ではありますが、毎日の生活の中で、「喜び」を見つけてゆこう。どうしたらいいのだろ

う。まずは、なんにでも気が付くアンテナ（感受性）と動き回るエネルギーが必要ですね。 

 今年の花は、とにかく早いです。すでに、藤の花が咲いてしまいました。入学式でもモッコウバラの前で写真をとる

姿もありました。もうすぐその下に、スイートピーも花を咲かせます。 

                                           校 長 吉原 準一  

 

森中だより 

   

新年度出発   

4 月号 

令和 3 年 4 月 21 日発行 

横浜市立森中学校 校長 吉原 準一 

３年生 
  

 ４月９日（金）に、学年集会を行いました。各クラスの代表が、この一年間で何を目指していく

のかを発表しました。何よりもうれしかったことは、発表する人も、それを受けとめる生徒たちも、

笑顔にあふれていたことでした。お互いを学年の仲間と認めながら、尊重することが自然とできて

いました。今年度は、自分自身の進路を見つめる機会が多くなります。「実現したいことは何か」「ど

のような自分になっていたいか」を考える中で、そのそばに仲間がいることは、とても大切なこと

です。自分が迷ったとき、背中を押してほしいときに、一緒に考えてくれる仲間こそ、私たちの大

きな力になります。逆に、仲間の様子を見て寄り添う人は、必ず相手への力になるのではないでし

ょうか。一人で悩むのではなく、お互いを支え合いながら自分の進路をプラスに考えていく。様々

な人の力を借りながら、自己実現をしていく。そのような気持ちを胸に、３年生という時間を過ご

してほしいと願っています。 

３学年主任 大谷 理仁 

２年生 

 

２０２０年は新型コロナウイルス感染拡大により異例の一年でした。昨年の今頃は、休校中でお

互いにまだ顔もうる覚えの状態で子どもたちと電話を通してコミュニケーションを図っていたこ

とがなつかしく思い出されます。ウイルスと共存しながら、毎日職員も子どもたちも楽しく過ごし

てきました。どのような時でも笑顔を大切にできたと思っています。また子どもたちは自分を客観

的に見ることができ、日々自分の課題を向き合いながら成長しよう！、成長したい！と願いをもっ

て毎日を送っていたように思います。今年は森中学校の柱になるべく、さらなる進化の年です。学

年のテーマは「Hey ! 輪 ～躍動」です。１年生の時に築いた土台をもとに、よく考え、積極的に

行動し、自分、仲間そして学年をより成長させていってほしいと思います。 

２年学年主任 内山 菜美 

  



 

 

 

 

4 月７日、穏やかな春の日に横浜市立森中学校第３８回入

学式を行いました。今年度は 1６４名の新入生が森中学校に

入学しました。今年の１年生の学年色は緑色です。入学式で

は、保護者一名での参加ということになりました。昨年は生

徒と教職員だけ参加の入学式だったので、本年度は、保護者

の方も一緒に温かい入学式を迎えられて本当に良かったで

す。 

これから森中学校での３年間の中学校生活が始まります。授業や部活などを通して自分自身を磨

き、これから始まる森中学校での学校生活を精一杯楽しんでほしいと思っています。 

保護者の皆様におかれましては、学校・家庭・地域が強固な連携体制が築けますようご理解とご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

１年生 
 

４月７日（水）、１６４名の仲間が森中学校で新たなスタートをきりました。入学式では、話を

静かにしっかりと聞き、素晴らしい態度で式に参加していました。教室で学活を行ったあと、保護

者の方と一緒にグランドで集合写真を撮りました。３年間で保護者と生徒と担任がみんな入る写真

は最初で最後です。写真屋さんの元気な掛け声と共にみなさん笑顔で写真撮影に応じていました。   

中学校生活のすべての基本がこの１学年にあると思います。学年の初めに当たり、学年集会で各

先生方から様々なお話がありましたが、最後まで真剣にしっかりと話を聞くことができました。こ

の聞く姿勢を最後まで保てるようにしてほしいと思います。最初によいリズムが作られれば、それ

はやがて習慣になっていきます。これからは様々な場面で、ルールやマナーを守り、自分で考え、

自分で判断して、自分で責任が取れる態度を養っていきたいと考えています。 

１学年主任 中谷 郁  

『セクシャルハラスメント学校相談窓口』 
 「わいせつ・セクハラ」行為防止のため、校内窓口を設けています。あってはいけないことですが、もし、 

そのようなことが生じた場合には、セクシャルハラスメント学校相談窓口に相談してください。今年度の相談

窓口は、次の職員です。相談のある方は、学校までご連絡ください。 

◎髙橋 あきほ（養護教諭）  ◎細谷 政幸（生徒指導専任）  ◎立花 ありみ（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ） 

※校内組織上、このように決めていますが他の先生方でも構いません。教育総合相談センターの一般教育相談も、

セクハラ相談窓口として利用できます。電話番号：671-3726 月～金 9：00～17：00（年末年始を除く平日） 

 

個別支援学級 
 

今年度は、１年生 4 名、２年生 3 名、３年生 1 名の計 8 名になり、昨年度よりもメンバーが増

え、にぎやかなスタートとなりました。１年生は、初めての経験ばかりで少し緊張しているようです

が、少しずつ馴染んで元気に過ごしています。交流級などでもいろいろお世話になります。今年度も

「お互いを思いやり安心してすごせる６・７組」をめざしがんばります。応援よろしくお願いします。 

昨年中止となった合同体育祭は 10 月 6 日に三ツ沢公園陸上競技場で予定されています。         

                                ６・７組担任 中島 博美 



 

森中学校を離任された先生方    森中学校に着任された先生方 

市川 義翁 ご退任 

三村 秀俊  ご退任 

埜田 郁代 ご退任 

藤巻 桃子 丸山台中学校へ 

佐々木 美奈 南台小学校へ 

藏本 宗一 桂台中学校へ 

  

 

 

令和 3 年度 職員紹介 

 

 

 

 

 1 年 2 年 3 年 

学年主任 中谷 郁 (英語) 内山 菜美 (英語) 大谷 理仁 (国語) 

1 組担任 星野 諒 (社会) 露崎 麻沙夫 (社会) 眞弓 一弥 (保健体育) 

2 組担任 鈴木 隼人 (保健体育) 永井 公実 (美術) 青木 杏奈 (音楽) 

3 組担任 土屋 京子 (国語) 中山 望 (国語) 石川 裕美 (保健体育) 

4 組担任 斉藤 元起 (数学) 村井田 聡 (理科) 北村 奏也 (理科) 

5 組担任 荒川 理恵 (理科) - - 

6・7 組担任 飯酒盃 重満 (個別) 中島 博美(個別) - 

副担任 小俣 真太郎 (数学) 細谷 政幸 (数学) 
山﨑 仁  

(教務主任・英語) 

副担任 小川 佳世 (家庭科) 小沼 利江子 (英語) 
多田 日出男  

(進路指導・数学) 

副担任 長谷川 美穂 (英語) - 増田 潤也 (社会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

土屋 京子 金沢中学校より 

小俣 真太郎 谷本中学校より 

鈴木 隼人 共進中学校より 

髙橋 あきほ 金沢中学校より 

飯酒盃 重満 本郷中学校より 

小川 佳世 品川区伊藤学園より 

長谷川 美穂 日本航空より 

校長 吉原 準一 

副校長 新井 利秋 

非常勤講師（技術） 丹羽 和彦 

サポート非常勤講師 大田 敦子 

職員室アシスタント 竹田 尚子 

ＡＥＴ Sheena Villa 

養護教諭 髙橋 あきほ 

事務主査 山本 健太郎 

技術員 矢野 順子 

技術員 齋藤 和司 

学校司書 佐藤 公子 

スクールカウンセラー 立花 ありみ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以前より保護者から標準服の改善の声が聞かれるよ 

うになりました。また昨今の多様性にも対応できる 

ように標準服を令和４年度よりマイナーチェンジし 

ます。 

〇機能性が高まります。 

 ウォッシャブル生地使用（洗濯機で洗えます）。 

 着やすい生地使用（軽くて伸縮性があります）。 

 撥水性がある生地使用。 

〇女子の標準服にスラックス（ズボン）を導入します。 

 今年度についても対応できます。学校へご相談ください。 

 

質問がありましたら学校までお問合せください。今後も末永く森中学校の生徒や地域に愛されるような

標準服であってほしいと願っています。 

 

 

 

 

森中学校のホームページでも情報を公開しております。 

        「森中学校」で検索してみてください。 

         http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/mori/ 

 

女子ソフトテニス部  横浜市大会 準優勝 

女子バスケットボール部 磯子区 1 年生大会 優勝 

男子バスケットボール部 磯子区１年生大会 B ﾘｰｸﾞ 準優勝 

 


