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横浜市立中田中学校 

校  長   飯塚哲聡 
 

新年度を迎えて 

学校長  飯塚 哲聡  

4月 7日、新１年生 195名を迎え、令和 4年度がスタートしました。新入生代表生徒の言葉がとても立派で、

他学年の教員からもこれからが楽しみだとの評がありました。期待が膨らみます。 

それぞれの新生活が始まり 1週間がたちました。1年生はまだ戸惑いが大きく、伝えなければならない場面

で躊躇してしまっている様子があると聞いています。環境の変化に対応し、もう中学生だという自分の成長をし

っかりと意識しながら、この 1年の生活を送ってほしいと思います。 

 

  入学式では卒業生の振り返りを利用して、中学校の 3年間で成長する様子を紹介しました。２，３年生の生

徒諸君、保護者の皆様にも是非伝えたいと思います。 

 
 3年間で大きく成長してください。現在、部活は仮入部体験が行われていますが、自分の居場所となるような

部活動が見つかり、成長の一助となることを期待しています。 

 

中田中央公園の駐車場横の敷地で、年に２度ほど大規模な草刈りが行われます。出勤途中に通りかかると、すっ

かり見通しの良くなった草原から雉の鋭い鳴き声が響きました。後日ゆったりと歩いている様子も確認することができ

ましたが、まさに春を感じさせる、のどかな瞬間でした。 

他方、国際情勢は緊迫度を増すばかりです。一刻も早く事態の収束を願うばかりですし、この状況が日本に及ぼ

す影響も気がかりです。同時に学校教育においてこどもたちに何を指導していくか、どういう価値観を育てていくかと

いうことが問われますが、中田中学校でしっかりと取り組むべきことを、教職員であらためて確認しているところです。

月末には教育課程説明会・部活動説明会を予定していますので、ご出席いただければ幸いです。 

「雉も鳴かずば撃たれまい」といいます。無用の発言をしたばかりに自ら災害を招くことですが、自ら発信する力の

育成や SNSの使用は適切に行うことが教育課題となっています。「無用な発言」なのか、そうではないのかを判断す

る力が問われることになるわけです。やはり、折に触れて話す「３つの S」の重要性を痛感している今日この頃です。 

 

「中田中学校に入学する前は部活動に入るかどうか迷っていた。けれど、入って本当に良かったと思ってい

る。部活動のおかげで体も心も鍛えられたし、友達もできたし、得意なことも好きなことも伸ばしていくこ

との楽しさに気づけた。それを部活動から離れてみて痛いほど感じた。だから高校生になっても部活動に励

みたい。絶対○○部！」  

 

「今までより学校に来ることが楽しく感じるようになった。最近 1年生のころから着用しているものがとて

つもなく小さくなって、自分が成長したんだと思えました。足のサイズも 22.5㎝だったのが 26㎝になって

とてもうれしかったです。」 

 

「僕が大切にしている言葉をかきます。 

・正解を選ぶことよりも選んだことを正解にするのが大切。 

・失敗にも必ず意味がある。 

・人の価値はその人がどこにいるかで決まるんじゃない。その人がどこを目指しているかで決まる。」 

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


 

 

令和４年４月７日（木）、今年度は 195名の新入生を迎え、体育館で入学式が行われました。保護者の方々は、

３年生の教室を使い、体育館からの中継を見ていただくという形式でした。新入生は緊張した面持ちで式に臨ん

でいました。 

 入学式後の学活を行いました。たくさんの配布物の確認など、真剣に取り組んでいる姿がありました。これか

らどんな中学校生活が始まるのか、様々な目標を胸にスタートできました。 

 

 

 

 

４月７日の午前中、２年生、３年生は始業式、着任式を体育館で行いました。久しぶりに生徒が体育館に集ま

りました。前後の間隔をできる限り広く取り、マスクをして、声を出さずに行いました。 

４月８日には、対面式・離任式をグラウンドで行いました。さわやかな青空と、温かい春の日差しの下、全校

生徒で離退任される先生方を見送ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１１日（月）部活動オリエンテーションを行いました。１年生の真剣なまなざしに、紹介する 

２、３年生も先輩らしく、堂々と発表していました。「ぜひ、うちの部活に入部を！！」熱い気持ちが 

伝わってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【着任した教職員】 今年度 着任した教職員です。  

 

職名 氏 名 前 任 校 

副校長 梅宮 和幸 横浜市立今宿中学校 

主幹教諭 森木 直行 横浜市立市場中学校 

教諭 唐澤 参徳 横浜市立矢向中学校 

教諭 竹内紗枝花 各務原市立桜丘中学校 

教諭 大野 浩子 横浜市立岡津中学校 

養護教諭 中村 実紀 横浜市立桜台小学校 

技術員 蛯原 知子 横浜市立瀬谷小学校 

事務長 原 大悟 横浜市立新井中学校 

事務員 酒井 亜衣 神奈川県立横浜緑園高等学校 

職員室業務 

アシスタント 
山下 敦子  

職員室業務 

アシスタント 
上鈴木 純子  

特別支援教育 

実践推進 
齋藤 浩子 横浜市立港南中学校 

AET 
Jea Mary Basalo Evangelista 

ジア マリー バサロ 

エヴァンゲリスタ 
 

 

【離任した教職員】 大変お世話になりました。 

職名 氏 名 転 任 校 

副校長 下田 牧子 横浜市立南希望が丘中学校 

教諭 仲上 慶吾 横浜市立希望が丘中学校 

教諭 佐藤 元樹 横浜市立桂台中学校 

教諭 山賀 貴子 横浜市立都岡中学校 

養護教諭 大山由紀子 退職 

事務長 小林 円 横浜市立南太田小学校 

臨任教諭 川口美咲 横浜市立南希望が丘中学校 

臨任教諭 庄司 美槻 横浜市立新井中学校 

臨任教諭 倉田佳代子 川崎市立川崎高等学校 

技術員 村田 美樹 横浜市立戸塚高等学校定時制 

事務員 鎌田 淳子 横浜市立下和泉小学校 

AET Haley Ross 退職 

職員室業務 

アシスタント 
平野 直子 退職 

職員室業務アシスタント 

特別支援教育非常勤講師 

特別支援教育支援員 
上田 智美 鎌倉市立山崎小学校 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

令和３年度 各種相談窓口   相談がございましたら、お気軽にお声掛けください。  

   〇校内「わいせつ・セクハラ」相談窓口  【中村 実紀（養護教諭）】 

    ※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。 

０４５－６７１－３７２６～８ 

〇いじめ相談窓口 

【生徒指導専任】 高木 輝広   【養護教諭】 中村 実紀   【人権教育担当】 林田 孔太 

※次の相談窓口もご利用できます 

・２４時間子供ＳＯＳダイヤル ０１２０－０－７８３１０（全国共通ダイヤル）  

・ふくしま２４時間子どもＳＯＳ ０１２０－９１６－０２４（福島県教育委員会） 

〇特別支援教育相談窓口 

【特別支援教育コーディネーター】 永田 妃沙子   藤平 晃子 

※特別支援教育について 

中田中学校では、生徒の学校生活をサポートする「特別支援教育」を行っています。保護者と全職員の共通 

理解のもと、生徒一人ひとりにあった支援を継続して行っていくことで、生徒自身がもっている力を高め、 

学校生活の課題改善を目指しています。支援を希望される方は担任または特別支援教育コーディネーター 

までご連絡ください。 

 

 

【４月、５月の主な予定】  ※予定は変更することがあります。  下校時間  18:00  

 

 ４月 ５月 

15 金 教育相談 1 日  

16 土  2 月  

17 日  3 火  

18 月 朝会（委員認証式） 専門委員会 4 水  

19 火 全国学力学習状況調査 尿検査 実行委員会 5 木  

20 水 避難訓練 中央委員会 6 金 ジャージ販売 

21 木 内科検診（１年） 7 土  

22 金 ２・３年学級懇談会 １年校外学習説明会 

２・３年修学旅行説明会 

8 日  

23 土  9 月 朝会 専門委員会 

24 日  10 火 実行委員会 

25 月  11 水  

26 火 横浜市学力学習状況調査 12 木 内科検診（３年） 中央委員会 

27 水  13 金  

28 木 心電図１年 学校説明会 部活動保護者説明会 14 土  

29 金  15 日  

30 土  16 月  

 

 

 

 

生徒の作文や写真掲載について（個人情報の取扱いについて） 

 今年も学校だよりや学年、学級だより等でお子様の作文や写真を載せていきたいと思います。掲載に際し、

同意されないご家庭がありましたら、学級担任または副校長の梅宮までご連絡ください。 


