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学 校 再 開 

    校長 鈴木 拓哉 

令和 2 年度が始まり、2 か月がたちましたが、校舎内に生徒の声が聞こえない不思議な 2 か月間で

した。昨年度の終盤、3 月 3 日に臨時休校がはじまり、卒業式、修了式など必要最低限のことだけを

実施して、令和元年度が終わりました。今年度のスタートも入学式、始業式は行ったものの、臨時休

校が続きました。特に1 年生は、新たな気持ちで中学校に進学したのに、文字通り出鼻をくじかれて

しまいました。その間、課題の配布や家での様子を確認するための連絡以外には、学校との接点はあ

りませんでしたが、おかげさまで生徒の体調不良や発熱の連絡は学校に入ってきておらず、それぞれ

の外出自粛を含めた自覚のある行動や医療関係者の懸命の努力によって、感染者の数も減少しており、

緊急事態宣言の解除に至りました。文字通り「やっと」学校が再開されました。 

 

さて、学校は再開されましたが、今後の学校の予定は大きく変えざるを得なくなっています。当初

の予定では、すでに体育大会が終わっているところですが、今のところ 10 月以降に延期の予定です。

すでにお知らせしている通り、3 年生が楽しみにしていた修学旅行は、非常に残念ですが中止しまし

た。１・２年生の遠足と自然教室は延期の予定ですが、中止になることも考えられます。他の様々な

行事も計画の見直し、中止を含めて検討してまいります。夏休みは正味 2 週間、冬休み・春休みも短

縮されます。全国・関東・県・全市レベルの部活動の大会、コンクールは中止が決まりました。この

ようなことから、いつもの年と同じような学校経営は難しいですが、生徒のみなさんと協力しながら

教職員一丸となって、難局を乗り切っていく所存です。保護者、地域の皆さまにもぜひご理解いただ

き、ご協力を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

最後になりますが、新型コロナウィルス感染症への対策は「長丁場」になると

いわれています。それぞれが健康に十分留意し、健やかに過ごしましょう。 

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



名瀬中学校 学校教育目標 

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。 

離・退任職員 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着任職員 

         髙橋 八重子     家庭科      <戸塚区 舞岡中より> 

         杉山 奬彌       英語科       <南  区 南中より>  

         熊谷 清美       美術科      <新任> 

         古矢 泰之       数学科      <新任> 

         柿崎 千代       学校司書      <港南区 東永谷中より>   

         大久保  悟       初任者指導 

         郡司 惇史       ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 

         田中 正子       ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 

       AET は事情があって帰国いたしました。後任は未定です。 

令和 2 年度 各相談窓口は次の通りです。 

 ・スクールカウンセラー：郡司惇史   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    主幹教諭 田中裕之 

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】 

遠藤 久美子  美術科 <旭  区 旭北中学校へ> 

内藤 尚美  数学科 <戸塚区 深谷中学校へ> 

山下 洋平  個別級 <戸塚区 戸塚中学校へ> 

小野 ちよ子  家庭科 <南 区 平楽中学校へ> 

大窪 和代  英語科 <戸塚区 秋葉中学校へ> 

佐藤 江都子  英語科  

Charles Hannafey 6 年 <戸塚区 豊田中学校へ> 

村岡 英子 

田中 光一 

学校司書 

初任者指導 

<戸塚区 名瀬小学校へ> 

<戸塚区 大正中学校他> 

乙幡 洋子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ  

増田 奈苗 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ  



◎令和 2 年度 教職員および学級担任 

  校長 鈴木 拓哉 

 1 学年 2 学年 3 学年 備考 

学年主任 川崎 真一 酒井 徳広 白 井  理  

１組担任 風 間  大 北原 英亮 會田 洋平  

２組担任 髙橋八重子 宮川 遥平 阿部 健弥  

３組担任 八ツ橋豪紀 深澤  直美 杉山 奬彌  

４組担任 田弘 美保 宮本 友子 清水 太朗  

５組担任 間宮 孝行 勝岡 俊介 高橋 晴美  

６組担任  続橋 幸治   

７組担任 小泉みや子 高野 拓海  個別支援学級 

副担任 田中 裕之 市村 善信(教務主任) 飯竹 俊彦(進路主任)  

副担任 熊谷 清美 市川亜紗美 川 名  基  

副担任   古澤 京子  

 古矢 泰之    

学年外 佐藤  昭子(生徒指導専任) 山口 夏実(養護教諭)  

   ○技術員 鈴木 三佳子 神保 幸治  ○学校事務 樋岡 裕美 

○学校司書 柿崎 千代  ○AET 未定です ○ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 郡司 惇史 

○職員室業務ｱｼｽﾀﾝﾄ 森 伸 代 

  

今後の予定   

★ 第一期（６／１(月)～１２(金)）★ 

◎分散登校（出席番号の奇数、偶数で分けます）で半日程度の短時間授業。◎部活動なし  

６月１日(月)～５日(金)‥‥‥‥午前：奇数番号、午後：偶数番号  ７組は 午前：１年 午後：２年 

６月８日(月)～12 日(金)‥‥‥午前：偶数番号、午後：奇数番号  ７組は 午前：２年 午後：１年 

 

時 程      午  前            午  後 

登 校    ８：１５～ ８：４０    １２：３５～１３：００ 

学 活    ８：４０～ ８：５０    １３：００～１３：１０ 

①     ８：５５～ ９：２５    １３：１５～１３：４５ 

②     ９：３０～１０：００    １３：５０～１４：２０ 

③    １０：１０～１０：４０    １４：３０～１５：００ 

④    １０：４５～１１：１５    １５：０５～１５：３５ 

学 活   １１：２０～１１：２５    １５：４０～１５：４５ 

下 校   １１：３５         一般15:55  完全16:10 

※１５：５５～１６：１０：生徒相談優先時間 

★ 第二期（６／１５(月)～３０(火)） 

◎学級での全日授業（時間短縮で授業を行います、昼食あり）◎部活動なし。 ４５分授業。 

（午後に行われる特活、総合、道徳は３０分） ※帰り学活終了後～15:55：相談活動 

 

★７／１（水）以降は、通常の授業形態に。部活動ありの予定です。 

【長期休業について】※6 月 1 日現在の予定です。変更になる場合もありますのでご承知おきください。 

 ① 夏季休業・・・8 月１日(土)～８月１６日(日)  ② 冬季休業・・・12 月26(土)～１月5 日(火) 

 ③ 学年末休業・・・３月２７日(土)～ 

 

※具体的な今後の予定等については随時お知らせいたします。配布物や学校Web ページ等で必ずご確認くだ 

さい。よろしくお願いいたします。 


