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ご挨拶 

    校長 鈴木 拓哉 

例年より早く咲き始めた桜が、真冬のような寒気が入り、花冷えにより入学式のころに満開を迎え、４月の

中旬になって、やっと春本番の陽気が感じられるようになりました。30 年間の「平成」を終え、新たな「令和」

の時代を迎えます。 

さて、４月５日、本年度の始業式･入学式を行いました。今年度は新入生２１９名（6 学級）を迎え、２年

生 1７６名（５学級）、３年生 1９９名（５学級）、うち個別支援学級 1３名（３学級）、全校生徒５９４名、

１9 学級でのスタートとなりました。 

例年のことながら、春は別れと出会いの季節であり、新たな職員を迎え、学級数が増えたことで、少し職

員室の通路が狭くなったように感じています。部活動では仮入部がはじまり、2 年生、3 年生が一回り大き

くたくましくなりました。新入生は、まだ緊張が抜けきれずにいますが、少しずつ中学生としての自覚が芽

生え始めているのではないかと思います。 

名瀬中学校は今年４０周年を迎えます。中学校年代で身につけてほしい「確かな学力」「思いやりの心」「健

やかな心と体」の育成に向けて、学校内でのあらゆる教育活動の場を通して、生徒一人ひとりの存在を大切に

していきたいと思っています。 

上記の学校教育目標の実現に向けて次のように考えています。 

・子どもたち一人ひとりを大切にする教育を行います。 

・分かりやすい、楽しい授業を第一に考えます。 

・誰もが安心して豊かに生活できる学校づくりを目指します。 

・ご家庭や地域との絆を深め、共に学び、共に育つ「開かれた学校づくり」に努めます。 

・教育方針、教育内容、学校予算等について、保護者や地域の方々に情報公開し、説明責任を果たします。 

みなさまもどうか、学校に関するさまざまなご意見・ご感想などございましたら、およせください。 

どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 

 

名瀬中学校 学校教育目標 

１ 互いを認め、高め合う学びを大切にします     【知】 

 ２ 自他の生命を尊重し、思いやる心を大切にします  【徳】【体】 

 ３ 自らの生き方を考え、実践する力を大切にします  【公】【開】 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nase/ 



離・退任職員 

・中村 真弓  （副校長）      ＜泉区 中田小学校校長へ＞ 

・元吉 都子  （家庭科）       ＜退職＞ 

・森  弥生  （英語）       ＜戸塚区 平戸中学校へ＞ 

・浅利  圭   （理科）       ＜瀬谷区 原中学校へ＞ 

・熊澤 徳人  （保健体育）     ＜愛知県へ＞ 

・勝  淳子  （養護教諭）     ＜港南区 港南中学校へ＞ 

・伊藤  弥   （国語非常勤講師）   

・木下 健司  （保健体育非常勤講師） 

・吉田 直史  （初任者指導）    ＜港北区 高田中学校へ＞ 

・石井 孝子  （ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ） 

着任職員 

   ・松本 麻理子 （副校長）      ＜磯子区 洋光台第二中学校より＞ 

   ・北原 英亮 （数学）       ＜中区 大鳥中学校より＞ 

   ・宮本 友子 （理科）       ＜泉区 中田中学校より＞ 

   ・勝岡 俊介 （英語）       ＜金沢区 金沢中学校より＞ 

   ・宮川 遥平 （保健体育）     ＜新採用＞ 

   ・小野 ちよ子 （家庭科）      ＜磯子区 森中学校より＞ 

   ・大窪 和代 （英語）       ＜旭区 万騎が原中学校より＞ 

   ・阿部 健弥  （保健体育）     ＜戸塚区 大正中学校より＞ 

   ・清水 太朗 （数学）       ＜保土ヶ谷区 藤塚小学校より＞ 

   ・山口 夏実 （養護教諭）     ＜新採用＞ 

   ・乙幡 洋子 （ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ）    ＜戸塚区 深谷中学校より＞ 

   ・森  伸代 （職員室業務アシスタント）※本年度より横浜市立小中学校全校に配置 

   ・田中 光一 （初任者指導） 

   ・田川 菜穂 （初任者指導） 

   ・野﨑 育子 （初任者補充）    ※初任者関連の先生の勤務は月１日～週１日くらいです 

    

◎2019 年度 教職員各学年所属および学級担任等 

 校長：鈴木拓哉  副校長：松本麻理子 

 1 学年 2 学年 3 学年 備考 

学年主任 酒井 徳広 白井 理 川崎 真一  

1 組担任 北原 英亮 會田 洋平 風間 大  

2 組担任 宮川 遥平 清水 太朗 八ツ橋 豪紀  

3 組担任 深澤 直美 飯竹 俊彦 間宮 孝行  

4 組担任 市川 亜紗美 阿部 健弥 遠藤 久美子  

5 組担任 宮本 友子 高橋 晴美 内藤 尚美  

6 組担任 続橋 幸治    

7 組担任 

(８・９組) 

高野 拓海  山下 洋平 

小泉 みや子 

個別支援

学級 

副担任 市村 善信(教務主任) 川名 基 田中 裕之(進路指導)  

副担任 勝岡 俊介 古澤 京子 田弘 美保  

副担任 小野 ちよ子    

 大窪 和代    

学年外 佐藤 昭子(生徒指導専任)・山口 夏実(養護)・樋岡 裕美(事務)  

 ○技術員：鈴木 三佳子・神保 幸治      ○学校司書：村岡 英子 

 ○ＡＥＴ：Charles Thomas Hannafey   ○スクールカウンセラー：乙幡 洋子 

 ○職員室業務アシスタント 森 伸代 

 

 



 

 

※各相談窓口は次の通りです。 

 ・スクールカウンセラー：乙幡洋子   予約窓口：生徒指導専任 佐藤昭子 

 ・不登校・特別支援教育について：特別支援教育コーディネーター 市川亜紗美 

                 養護教諭：山口夏実  生徒指導専任：佐藤昭子 

 ・いじめ・人権・犯罪などに関わる相談窓口：生徒指導専任 佐藤昭子 

 ・セクシャルハラスメントについて 

    ○生徒に対する行為について：生徒指導専任 佐藤昭子  養護教諭 山口夏実 

    ○その他（教職員 他）  ：副校長 松本麻理子  教務主任 市村善信 

 

 

今後の予定       ※ 変更と な ること があり ます 。ご承知 おき くだ さい。

月 日 曜日 行事等 放課後活動 昼食

23 火
３年　修学旅行保護者説明会 14:50～
全学年部活動保護者説明会 16:00～
全学年副教材費集金 14:30～16:30

26 金 部活動　17時まで

＊４月の最終下校　18:00

7 火 避難訓練 ×

8 水 尿検査 ×

17 金 修学旅行・自然教室結団式終了後下校 2・３年× ２・３年昼食なし

19 日 ３年修学旅行(奈良・京都)～21日

20 月 2年自然教室（富士西湖）～21日　1年遠足結団式

21 火 1年遠足 ×

22 水 3年代休　2年10:25登校

29 水 体育大会全体練習

31 金 第40回　体育大会 ×

＊５月の最終下校　18:00

5

 

   第２学年英語科非常勤講師着任のお知らせ 

    

先日お知らせいたしました２学年所属英語科古澤教諭のお休みに伴い４月１８日付で次の職員が 

着任いたしましたのでお知らせいたします。 

 

着任者  

 

氏 名 担当教科 担当する授業 

佐藤 智子 英 語 ２年１組～５組 

    


