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瀬谷中だより ４月号          

平成２９年４月２７日 

 

 

＜学校教育目標＞ 
○ 自ら学ぶ力の育成と基礎学力の定着             〔知〕 
○ 他者を思いやり、礼儀や規律を重んじる態度の育成    〔徳〕 
○ 生命を尊ぶ健康な心と体の育成                〔体〕 
○ 社会に貢献し、様々な人と関わり合う態度の育成    〔公・開〕 
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住 所 瀬谷区中央５－４１ 

TEL 301-0096   FAX  301-0099 

新年度を迎えて     校 長 工藤 祐嗣 

 海軍道路の桜も例年より長く私たちを楽しませてくれました。4 月 5 日に新たに 328 名の新入生を迎え、全生

徒 1039 名で瀬谷中学校 71 年目の新たなスタートを切りました。今年の新入生も瞳を輝かせ、立派な姿勢で式に

臨んでくれました。もちろん、２，３年生たちも 3 月の修了式、午前中に行われた始業式でも注意されることな

く、誰ひとり話し声を発することなく厳粛な式の雰囲気を作ってくれました。昨年度、３年生を中心に作り上げ

てきた瀬谷中の良き伝統がしっかりと受け継がれていると感じました。 
 
 今年度も「社会で飛躍する子どもたち」を育てるために、挨拶をすることで心を通わ 
せ、時間（約束）を守ることで信頼を作り、一人ひとりがやるべきことをしっかりする 
ことで感動する学校づくりを推進していきたいと思います。昨年の体育大会や合唱コン 
クールなどの学校行事に代表されるように、学校生活において、精一杯最後まで力を抜 
くことなくやりきることのできる生徒たち。結果によっては悔しい思いもしたと思いま 
すが、努力したことは自分自身の成長につながり、その姿は人に感動を与えることにつ 
ながります。今年度の瀬谷中生もしっかりと実現してくれると思います。 
 
 学校教育は学校だけで成せるものではありません。地域や関係機関など大人が組織として子どもたちをしっか

り見守り、育てていくことが大切です。そして、保護者の方々とも密に連絡を取り、信頼関係を築きあげ、お互

い違う立場であっても同じ方向で子どもに寄り添いながら支援していくことが子どもたちの成長に大切なことだ

と考えています。これからも瀬谷中学校は地域に見守られ、PTA の方々の協力を得ながら成長していきます。ぜ

ひ、色々な子どもたちと笑顔であいさつを交わし、チャンスがあれば話をしていただければと思います。学校の

様子も授業参観週間などを利用し、足を運んでいただけたら幸いです。（PTA から挨拶運動や完全下校時の見守り

運動のボランティアも募集する予定です。） 
 
今年度も子どもたちのために職員一同力を合わせて努力をしていきますので、瀬谷中学校を応援くださいます

ようお願いいたします。 
 

副校長 増田 健二    
４月に副校長として着任いたしました増田健二と申します。瀬谷中学校の生徒たちが、充実した学校生活を送

れるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
３月末に瀬谷中学校を訪問した時に、正門付近にいた生徒３人が、「こんにちは」と明るく元気に挨拶をしてく

れました。私が職員玄関はどこですかと尋ねると、「どうぞ、こちらです」と短い距離ですが一緒についてきてく

れて、案内をしてくれました。ああ、何て素敵な生徒がいるのだろう、と感謝する気持ちとともに、ご家庭での

教育や学校での指導、地域の方々の関わりなど、地域の人と人との関係を垣間見たようでうれしくなりました。 
教育は地域とご家庭、学校が相互に理解し協力した時に、最高の成果を生み出します。社会で飛躍する瀬谷中

学校の子どもたちを育てるために、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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平成２9 年度 横浜市立瀬谷中学校 職員組織 ○印は本年度着任職員です。 

 １ 年 ２ 年 ３ 年  

生徒数 328 名 362 名 349 名 校長 工藤 祐嗣 

 主任 ○宮川 勉 佐々木 雄司 永井 真樹 副校長 ○増田 健二 

１組 北島 康弘 林 高弘 岩下 周史 教務主任 中田 俊彦 

２組 ○近藤 匠 志賀 友加里 橘 小百合 生徒指導専任 大川 聡 

３組 今井 順子 安藤 枝里子 山田 優美 養護教諭 大内 雅代 

４組 渡井 功 ○小林 潤一 金野 博幸 養護教諭 大久保 朝美 

５組 山本 美香子 戸村 瑚織留瞳 髙階 紗代 事務 小林 美奈子 

６組 高瀬 元樹 黒津 彰紀 百田 知永 事務 椿 香織 

７組 ○成島 昌子 阿部 愛美 齋藤 美沙子 学校用務員 ○浅尾 隆正 

８組 原 昌輝 田村 將 大畑 朋靖 学校用務員 ○真仁田 良 

９組 近江 保成 戸倉 正晴 佐藤 健太 初任者指導教諭 ○中西 健一 

１１組 
○米谷 彩 川内 清 小高 史隆 AET ニコレット スペンサー 

  伊藤 眞理子 学校司書 野口 チヅル 

学年 

所属 

山田 玲子 

藤本 照美 

（ 特 別 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー ） 

小西 美江 

関原 朋昭 

○細川 景衣 

曽根原 靖高 

原 厚子 

○井上 仁 

松原 桂 

伊藤 イツ子 

○鈴木 隆史 

西塚 和浩 

（進路指導主任） 

青田 一彦 

○齊藤 浩之 

○樋口 大輝 

校
医 

内科 天野 仁 

歯科 山之内 正己 

眼科 坂本 則敏 

耳 鼻 咽 喉 科 斉藤 大 

学校薬剤師 内山  彰 

 

 

学校メール配信について 
今年度もメール配信を行います。内容は、地震に伴う対応やインフルエンザなどの情報、学校行事に関す

るお知らせ等です。修学旅行や自然教室の様子等、学年別の発信も行います。ぜひご利用ください。 

 なお、横浜市では、個人情報管理の観点から、年度末に登録されているアドレスをすべて削除させていた

だくことになっており、新年度は再度手続きが必要になります。お手数ですが、登録をお願いいたします。

詳しくは、４月６日付で配布させていただきました文書をご確認ください。 

 

 

「セクシュアル・ハラスメント相談窓口」の設置について 
横浜市教育委員会では「セクシュアル・ハラスメント防止に関する指針」に基づいて、すべての児童・

生徒が安心して学ぶことができる学校づくりを進めています。セクシュアル・ハラスメントは相手の心
を傷つけ、その後の成長に避けがたい影響を与えるものであり、個人の尊厳や人権に対する侵害行為で
あり、決して許すことのできない行為です。本校においても「セクシュアル・ハラスメント相談窓口」
を次の通り設置いたしましたので、お知らせします。 
◎児童・生徒に対する行為の相談窓口担当者  ◎教職員・保護者に対する行為の相談窓口担当者 
・生徒指導専任教諭  大川 聡       ・教務主任      中田 俊彦 

  ・人権教育推進担当教諭  田村 將       ・人権教育推進担当教諭  田村 將 
  ・養 護 教 諭   大内 雅代      ・養 護 教 諭   大内 雅代 
  ・養 護 教 諭   大久保 朝美     ・養 護 教 諭   大久保 朝美 
◎教育委員会相談窓口（一般教育相談） 
 ・教育総合相談センター   TEL ０４５（６７１）３７２６～８ 

    ※セクシュアル・ハラスメント相談窓口としても利用できます。 
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新年度のスタートにあたって 

１学年                       学年主任 宮川 勉 

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。入学した皆さんの表情から中学校生活への大きな希望

の中にも新たな決意を感じます。自分自身の目標を持ち、この３年間での大きな成長を願っています。 

新しい友達、新しい先生との出会いが始まりました。人とのつながりの中から多くのことを学び、共

に活動する中で感動できる体験をぜひ作り上げてください。その体験が自分自身を大きく成長させる原

動力となっていくことでしょう。そして仲間との絆をさらに深めてほしいと思います。 

保護者の皆さまには、子どもたちが学校生活を送っていく中でご支援、ご協力いただくこともあるか

と思いますが、３年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２学年                       学年主任 佐々木 雄司 

新年度を迎えた５日の登校、始業式の様子を見て、生徒のみなさんの表情が大人へ近づいているのを感じ

ました。春休みにご家庭で良いスタートが切れるように、いろいろと準備をされてきた様子が我々教職員に

伝わってきました。昨年度は上級生にならって諸活動に取り組んできましたが、今年度は先輩と言われる立

場になります。先週は始業式、入学式、対面式がありました。保護者、地域の方々との連携、そして、式場

つくりは在校生の協力があり無事終えることができました。新入生を迎える準備を私たち教職員と一緒にな

って誠実にしてくれる姿は、上級生としてふさわしいものと思います。いよいよこれから後輩との良き関係

つくりが始まります。まずはあらゆる場面で積極的に後輩に声をかけてください。きっとそんな先輩を後輩

は頼りにすると思います。良き出会いになり、そして素敵な先輩になることを期待しています。 

 

３学年                       学年主任 永井 真樹 

 最上級生として瀬谷中学校の顔となるときがきました。明るくはつらつとした様子を見るとこの１

年の活躍が楽しみでなりません。年度初めの行事では全校生徒の前であいさつをしたり、新入生の世話

をしたり、修学旅行保護者説明会で実行委員のあいさつをしたりとさまざまな活動をしています。生徒

会本部をはじめ、委員会や部活動など学校を動かすのは皆さんです。行事で先頭をきって動いていくの

も皆さんです。失敗をおそれず、仲間を信じて頑張ってほしいです。ご家族や地域の方など、たくさん

の方が今の皆さんを支えています。自信をもって瀬谷中を卒業できるようみんなでサポートします。保

護者の皆様、地域の皆様、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

１１組                       個別主任 川内 清 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。2，3 年生の皆さん、進級おめでとうございます。 

11 組も新たな 1 年生と先生を迎えて新しいスタートをきりました。11 組は 3 学年一緒の生活の中で

様々な人と触れ合い、一緒に学びながら、日々成長しています。今年度も瀬谷中学校の体育大会や文化

祭の合唱コンクールなど行事をはじめ、瀬谷区の合同学習会、合同体育大会、合同学芸会など様々な活

動に参加していきます。交流級の生徒の皆さんや学年の生徒の皆さん、先生方、様々な場面でご協力い

ただいている保護者の方々もいらっしゃいます。いつもありがとうございます。今年度もどうぞよろし

くお願いいたします。 
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平成２9 年度の主な行事予定   ＊変更になる場合もあります。 

 ４月１９日（水）～５月２日（火） 教育相談 

  ２８日（金） 学校説明会・部活動懇談会・ＰＴＡ総会 

５月１６日（火）～１８日（水） 3 年生修学旅行 

  ２４日（水）～２５日（木） １学期中間試験 

  ２８日（日）～２９日（月） １年生自然教室 

  ３０日（火） １年生代休 

 ６月 ２日（火） 開港記念日 

 ８日（木） 体育大会 

  １７日（土） 土曜参観・学級懇談会・副教材費徴収日 

１９日（月） １７日の代休 
２３日（金） 生徒総会 

２９日（木）～３０日（金） １学期期末試験 

３０日（金） 第１回進路保護者説明会（全学年保護者対象） 

７月 ４日（火） ３年進路先講話 

１３日（木）～１９日（水） 三者面談 

  ２０日（木） １学期終業式 

  ２１日（金）～８月２７日（日） 夏季休業 

８月２８日（月） ２学期始業式 

  ２９日（火）～９月４日（月） 教育相談 

９月２８日（木）～２９日（金） ２学期中間試験 

２８日（木） 個別支援合同体育祭 

１０月 ６日（金） ３年生英語検定 

１１日（水） 開校記念日 

１３日（金）～３０日（月） 文化祭展示発表 

１４日（土） 土曜参観・学級懇談会・３年進路保護者説明会 

   １６日（月） １４日振替 

   １９日（木） 文化祭合唱コンクール（厚木市文化会館） 

   ２４日（火）～２７日（金） ３年進路面談 

   ３０日（月） 文化祭演示発表 

１１月 ８日（水）～９日（木） 個別支援合同学習会 

９日（木）～１０日（金） 3 年横浜市学習状況調査 

１６日（木）～１７日（金） ２学期期末試験 

２８日（火） 生徒会役員選挙 

１２月 ７日（木）～１２日（火） ３年三者面談 

   １１日（月）～１４日（木） １・２年三者面談 

   ２２日（金） ２学期終業式 

   ２５日（月） ２月１０日振替 

   ２６日（火）～１月６日（土） 冬季休業 

 １月 ９日（火） ３学期始業式 

   １１日（木）～１６日（火） 教育相談 

   ２３日（火） １年職業講話 

   ３１日（水）～２月１日（木） ２年職場体験（日程変更の可能性あり） 

 ２月 ５日（月）～６日（火） ３年生学年末試験 

１０日（土） 土曜授業参観・１、２年学級懇談会 

１５日（木）～１６日（金） １、２年学年末試験 

２２日（木）～２３日（金） １、２年横浜市学習状況調査 

 ３月 ３日（土） １年生ふれあいレク 

    ５日（月） １年生代休 

卒業証書授与式 決定次第お知らせします。 

   ２３日（金） 修了式 
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