
 

  

 

 

学校再開に向けて                          校長 小林 茂雄 

今年の始業式、入学式は満開の桜に加えて、3月に花壇の会の方々が植えてくださった花々に囲まれながら、式を迎

えることができました。新型コロナウイルス感染症流行の影響で、昨年度の卒業式に引き続き、入学式に際しましては

保護者並びに来賓の方々のご参列を遠慮していただくことをご承認いただき感謝いたします。ご理解とご協力、誠にあ

りがとうございました。おかげさまで新入生 299名と着任の教職員 14名を迎え、全校生徒 859名、教職員 63名で令

和 2年度の中川西中学校がスタートいたしました。 

しかしながら、今回のウイルスの影響で現在のところ 4月 20日まで学校休業が延期されました。希望をもって 4月

を迎えた生徒たちの気持ちを考えるととても残念な思いですが、今は世界規模のウイルス蔓延を防ぐこと、生徒とご家

族の健康と安全を確保することを優先しなければなりません。不安や心配なことは多々あるとは思いますが、今できる

ことを、一人ひとりが考えて過ごす大切さをご家庭でもご指導いただければと思います。 

その上で始業式では、今年度の目標や学校での取り組みに関する話ではなく、学校再開に向けて、次のような話をさ

せていただきました。学校生活や目標などについては学校再開の折に改めて話をしたいと思っています。 

まずはウイルス感染症にかからない、広げない意識と行動をしよう。うがい手洗いマスク公共マナー、感染源になる

場所を避けるなどです。そして次に、学校再開に向けて本校の教育理念に合わせて行動しよう。ということです。 

本校の教育理念は「自立と貢献」「健康と思いやり」「対話と融和」です。 

「自立」では自分のことは自分で管理する。起床就寝 食事、学習、運動、娯楽の時間を自分で考え、判断し、行動

すること。そのために日課表を作ることを勧めました。 

「貢献」では家の手伝いをすること。地域に向けてできることを考えて取り組んでみること。（以前、テレビで手つ

くりマスクを作って地域の施設に贈った中学生のニュースを見たことを紹介しました） 

「健康」では上記の感染症防止のための取り組みや、日常の生活を管理すること 

「思いやり」はやさしい言葉かけや素直な返事、挨拶を心がけること。 

「対話」は家にいる時間が長いので、なるべく家の人と話をしてみよう。一緒に見たテレビの話題で話したり、調べ

たりしてみよう。是非、保護者の方々の中学校の頃や様々な経験をお子様にお話ししていただけるとありがたいと思

っています。 

「融和」は家族や相手の気持ちを考えて行動すること。 

このような社会情勢で、不安や疑問も多いとは存じますが、今年度も生徒一人ひとりの成長に向けて教職員一同、頑

張ってまいります。学校生活再開に向けて、重ねてではありますがご家庭のご理解と協力をよろしくお願いいたします。 

 

 横浜市立中川西中学校 学校だより    Vol.２５

中西便り 

＜学校教育理念＞  
 自立と貢献  健康と思いやり  対話と融和 

≪学校教育目標≫ 

 ～自分に適した生きる力を実現する子供を育てます。～ 

○より良い生き方を創るため、自ら学ぶ力を育てる（知） 
○豊かなかかわりを通して互いに認め合う心を育てる（徳） 
○自他の生命を大切にさせるとともに健やかな体を育てる（体） 
○社会の一員として貢献できる態度を育てる（公） 
○様々な人々とのコミュニケーションを通じて世界への視野を育てる（開） 
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教職員異動のお知らせ 

＜離任＞                    ＜着任＞ 

井上 健  教諭  (美術)  希望ヶ丘中学校    榑谷 和弥 主幹教諭 （保健体育）山内中学校 

江間 和樹 教諭 (国語)  横浜総合高等学校    瀧澤 渓  教諭 （理科）町田市つくし野中学校 

飯野 美妃子教諭 (英語)  篠原中学校       山田 静  教諭 （国語）長野県阿南高等学校 

長谷川 啓司教諭 (社会)  西谷中学校       川端 明  教諭 （国語・個別）新卒 

土屋 由紀子教諭（英語SS）広島県教育委員会    本多 靖  教諭 （数学）  山田小学校 

藤田 貴大 教諭（保健体育）すみれが丘小学校    野島 知子 教諭（音楽）   奈良中学校   

橋口 文武 教諭（社会・個別）もえぎ野中学校    大西 崇文 教諭（社会）   あざみ野中学校 

西川 早苗 教諭（理科） 樽町中学校        土田 晃平 教諭（美術）   日吉台西中学校 

林  香苗 教諭（理科）三重県大山田中学校     中嶋 卓弥 教諭（社会・個別）北海道富川高等学校 

野中 隆  教諭（初任者指導）あかね台中学校     福田 知子 教諭（国語）   あかね台中学校 

半澤 明子 さん（事務職員）三保小学校        尾崎 公正 教諭（国語）   城郷中学校 

田守 誠司 さん（学校用務員）未定          平井 あかねさん(事務職員)   すすき野中学校 

ﾌﾛｰﾚﾝｽ･ﾄﾘﾆﾀﾞﾄﾞさん（AET）  未定         長谷川 等 さん（学校用務員）一般企業 

                          ﾌﾟﾚｼｬｽ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞさん（AET） 日吉台西中学校 

 

各学年職員の紹介 

1学年 

学年主任 榑谷和弥教諭（保健体育科） 

担任１組 難波 哲也教諭（社会）   ２組 山田 静教諭（国語）  ３組 北村 竜良教諭（理科） 

４組 榎本由理子教諭（英語）   ５組 狩野 敬教諭（数学）  ６組 瀧澤 渓 教諭（理科） 

７組 田邊 悦子教諭（保健体育） ８組担任 中野 亮教諭（数学） 

11組 鈴木 俊史教諭（保健体育） 中嶋 卓弥教諭（社会） 

副担任                           

風間 里恵教諭(家庭)山崎 栞教諭(理科) 岡 宏実教諭(英語)   

２学年 

学年主任 椿井 光教諭（保健体育） 

担任１組 宮崎 奈穂教諭（英語）  ２組 続橋 直弥教諭（理科）  ３組 渡邉 美晴教諭（国語） 

４組 廣田 昭博教諭（理科）  ５組 古川 紗紀教諭（社会）  ６組 本多 靖教諭（数学） 

７組 山田 美沙教諭（英語）  11組 川端 明教諭（国語）  

副担任                    

水口 涼子教諭(社会) 谷川 好広教諭(技術)  野島 知子教諭（音楽） 福田 知子教諭（国語） 

３学年 

学年主任 井本 将史教諭（国語） 

担任１組 花澤 郁代教諭（英語）  ２組 東 秀明教諭（保健体育）  ３組 村上ひかる教諭（数学） 

４組 簗瀬 秀彌教諭（社会）  ５組 古井 葉子教諭（英語）   ６組 榎本 達也教諭（数学） 

７組 遠藤 ゆり教諭（数学）  ８組 上野 智教諭（国語）    11組 瓜田 志穂教諭（英語）  

副担任                   

中野 祐介教諭(音楽) 佐久間 愛教諭（保健体育） 土田 晃平教諭（美術） 大西 崇文教諭（社会） 

 



学年に所属しない先生方や事務職員、学校用務員です。 

生徒指導専任・SSクラス担当 高橋 護先生 養護教諭 大矢いずみ先生 石橋美樹先生  

非常勤講師 林 佳子先生 細野 豊先生 尾崎公正先生 酒川章司先生 初任者指導教諭 加藤慎治先生 

学校事務職員 佐藤佳一さん 平井あかねさん  学校用務員 池田康枝さん 長谷川 等さん  

ｽｸｰﾙｶｳｳﾝｾﾗｰ 残田満紀さん 学校司書 倉橋麗子さん 職員室ｱｼｽﾀﾝﾄ 竹石京子さん AEＴ ﾌﾟﾚｼｬｽ ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ先生 

 

学校に登校するときはできるだけマスクを着用してくだ

さい。市販品も手に入らない状況なので簡単なマスクの

作り方を紹介しておきます。 

＜緊急事態宣言＞が発令される予想です。 

今後大幅な変更も予想されます。変更につきましては、

ﾒｰﾙ配信及び学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでお知らせいたします。７日配

布のﾒｰﾙ配信ｼｽﾃﾑ登録をよくお読みいただき、新ｼｽﾃﾑへの

登録をお願いします。 文面に ＜番号 生徒氏名 続

き柄＞をご記入ください。ご記入がないと登録できない

場合がございます。ＵＲＬ付きのﾒｰﾙのみ届かない場合は

ﾊﾟｿｺﾝからのﾒｰﾙも受信できるように設定をお願いします。 

中川西中学校スクールカウンセラー 

残
のこ

田
た

 満紀
ま き

 先生 

□来校日 原則毎週水曜日 

     ４月８日 １５日 ２２日  

□相談時間 ９時～１７時 

  事前の予約をお願いします。 

□場所 本校Ａ棟１Ｆ 教育相談室 

    （保健室となり） 

 

休業中も相談活動は行っております。 

予約は 中川西中学校養護教諭 045-912-1270 

相談日のみ直通電話  045-911-9671 

お電話いただくか、担任の先生を通して予約をお取り 

ください。直通電話は相談日以外は留守電になります 

ので、メッセージを残してください。後日カウンセ 

ラーよりご連絡申し上げます。 

４月８日から 

教育委員会より学習動画配信が始まります。

７日付で各クラスごとにログインＩＤと 

ログインパスワードを記入したお知らせを 

配布いたします。また、配信内容につきまし 

て本校ホームページに一覧表をアップしま 

すので参考にしてください。 

 

 

サイト ID（共通）：hanasaki（半角） 

ログイン ID  ：クラスごとに異なります  

ログインパスワード（共通）：0000 （半角数

字０(ゼロ)四つ） 

本校ホームページ 

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school

/jhs/nakagawanishi/ 


