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「春を迎えて」 

    校長 鈴木 拓哉 

令和３年度が始まりました。暖冬の影響で例年よりかなり早くソメイヨシノが開花し、入学式にはす

でに葉桜になった木がほとんどでした。昨年と違い、４月より校舎内に生徒の声が飛び交い、新入生は

部活動の仮入部が始まりました。日常生活が大きく変化した中、東京オリンピック、パラリンピックは

外国からの観客を迎え入れない形での実施が決まりました。新型コロナウィルスについては、高齢者へ

のワクチン接種が始まり、ウイルスの正体や対策が少しずつわかってきています。学校では消毒やマス

クの着用、検温・健康観察など具体的な対策を行いながら、日々の生活を送っています。しかしながら、

関西地方を中心に、変異型のウイルスが不気味な広がりを見せ、神奈川県でもまん延防止等重点措置が

適用されることになりました。校内の各行事につきましては、今後の情勢をみて、判断することになり

ますが、国や県、横浜市のガイドラインに沿って、感染防止対策を徹底しながら、実施していく予定で

す。しかしながら、４月１９日にまん延防止等重点措置により県境をまたいだ移動が制限されました。

５月１１日・１２日の自然教室につきましては延期いたします。（学年から出されるプリントをご確認く

ださい）修学旅行につきましては、現在のところ実施に向けて準備しています。また、本校の規模では、

体育館に入る人数は上限が４００名程度と考えています。生徒総会など校内の全校が関わる行事は原則

放送で実施し、芸術祭(合唱コンクール)は鎌倉芸術館で９月２７日に、体育大会は１０月２１日に実施

の予定です。他の様々な行事についても実施の可否や保護者の参観の有無、計画の見直しなどを絶えず

おこなっていくことになります。部活動の大会についても、今のところ対策を講じながら実施する方向

ですが、今後の情勢を見ていく必要があります。また、保護者や生徒の観戦、応援については制限がか

かることも考えられます。 

今年度も昨年同様いつもの年と同じような学校運営は難しいですが、生徒のみなさん、保護者のみな

さま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。 

 

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。 

 

◎令和３年度 教職員および学級担任 

  校長 鈴木 拓哉  副校長 大庭 一修 

 1学年 2学年 3学年 備考 

学年主任 白 井  理 川崎 真一 酒井 徳広  

１組担任 杉山 奬彌 間宮 孝行 北原 英亮  

２組担任 高橋 晴美 田弘 美保 宮本 友子  

３組担任 會田 洋平 角田  淳 深澤  直美  

４組担任 福 島  幸 髙橋八重子 勝岡 俊介  

５組担任 清水 太朗 八ツ橋豪紀 宮川 遥平  

６組担任   続橋 幸治  

７組担任 松浦  剛清 西  花夏 高野 拓海 個別支援学級 

副担任 田中 裕之(教務主任) 風間  大 市村 善信(進路主任)  

副担任 佐藤 昭子 古矢 泰之 浅利亜紗美  

副担任 益子枝里子    

 北澤 素子    

学年外 阿部 健弥(生徒指導専任) 山口 夏実(養護教諭) 梅原  順子 新庄  憲彦 

   ○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 Francine Donaldson ○ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 郡司 惇史 

○ｽｸｰﾙｿ ｼーｬﾙﾜｰｶｰ 田中 正子 ○職員室業務ｱｼｽﾀﾝﾄ 佐藤 真利奈  宮本 文子 

令和３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    

・スクールソーシャルワーカー：田中 正子   どちらも予約窓口：生徒指導専任 阿部 健弥 

 スクールソーシャルワーカーについて 
本校には一昨年度より配置されており、「勉強についていけない」「友達関係がうまくいかない」「教室での 

  生活に不安がある」など、学校での困りごとがあるこどもに関して、その要因を先生と相談しながら一緒に考 

え、必要があれば医療や療育、心理、福祉など様々な視点からこどもと家庭を支えるための支援を提案する、 

社会福祉の専門職です。勤務は月１回程度です。困りごとがあれば、気軽にご相談ください。 

 

・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 浅利 亜紗美 

                 養護教諭：山口 夏実  生徒指導専任：阿部 健弥 

 ・いじめ・人権・犯罪などに関わる相談窓口：生徒指導専任 阿部 健弥 

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】 



 ・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 阿部 健弥  養護教諭 山口 夏実 

    ○その他（教職員 他）  ：教諭 佐藤 昭子   主幹教諭 田中 裕之 

 

月 日 曜日 行 事 等 放課後活動 昼食 

４ 26 月 部活動保護者説明会 15:15～ 

副教材費集金 14:30～16:00 
 ○ 

28 水 部活動本入部開始  ○ 

5 ６ 木 避難訓練  ○ 

10 月 1年遠足   結団式 6校時  ○ 

11 火 1年遠足   鎌倉方面 １年× １年× 

17 月 生徒総会(TV放送)  ○ 

19 水 なんでもトーク  ○ 

20 木 学年朝会 × ○ 

24 月  × ○ 

27 木 3年 全国学力・学習状況調査  ○ 

28 金 3年修学旅行 結団式 4校時 ３年× ３年× 

31 月 3年修学旅行(奈良・京都) ～６月２日 ３年× ３年× 

    ＊ 最終下校時刻 18:00    

変更がある場合にはプリント、メール、webページ等であらためてお知らせします。 

       

美術科非常勤講師の着任について 
 先日お知らせいたしました美術科の職員が着任しましたのでお知らせいたします。6 月より赴任する梅原先生

とも連携しながら、授業を進めてまいります。 

 

氏  名 担当教科 担当する授業 

新庄 憲彦 美術  ３年１組から６組 

 

  １・２年生につきましては、お知らせしたとおり、名瀬中学校の教育課程に沿って、授業を展開して 

 まいります。ご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


