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令和４年４月１４日(木)

４ 月 号

横浜市立豊田中学校
☏〒244-0815 横浜市戸塚区下倉田町９５０番地 ０４５－８６４－８６４０

令和４年度がスタート
校長 上田 篤也

４月７日(木)に始業式、入学式等を実施し、令和４年度をスタートさせることができま

した。２・３年生のみなさんは、朝登校し、昇降口で新クラスの名簿をもらい、自分の名

前を確認するまでは、そわそわ、ドキドキ、気持ちが落ち着かなかったのではないかと思

います。何年経っても変わらない４月の始業式前の光景がありました。

さて、新型コロナウイルス感染症の予防や拡大防止にともない、様々な教育活動の変更

や中止を検討しなければならない状況が続いています。横浜市より示されている「ガイド

ライン」に基づいて、様々に工夫をしながら今後も教育活動を進めていく予定です。より

よい形で進めていくには、ご家庭のみなさまのご理解やご協力が必要となりますのでよろ

しくお願いいたします。

年度の初めにあたり、改めて本校の学校教育目標を紹介します。

《学校教育目標》

「健やかに学び、共に生きる」

１ 学習意欲と学習力のある生徒の育成をめざして、自ら考え、自ら学ぶ力を

育みます。

２ 公共心を持った生徒の育成をめざして、お互いを認め合い、思いやる心情

を育みます。

３ 健やかな心と体の育成をめざして、なにごとにも意欲的に取り組む姿勢を

育みます。

１、２、３の３つの大きな柱で示されている学校教育目標の内容を全て含み表現したも

のとして「健やかに学び、共に生きる」という文言があります。

生徒のみなさんは学ぶことを通して様々な知識や技能を得ることができます。そして、

考えることで学んだ知識や技能を生きて働く知恵にしたり、生活の中に生かしたり、さ

らには学んだことを生かして新たなものを生み出したりすることができます。

学校では、授業だけではなく、生徒会活動や行事、部活動においても、学んだり、考

えたりする場面がたくさんあります。学校は、学び、考えるためにあると言っても言い

過ぎではないだろうと思います。その時の学ぶ姿勢として「健やかに」ということを大

切にしてほしいと考えています。「健やかに」には、心身の健康面や安全面だけではなく、

どのような困難や失敗があったとしても、それを乗り越えていく粘り強さや意欲的に取

り組む姿勢も含まれています。

さて、こうした学びや考えをより豊かなものにしていくためには、共に学び合い支え
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合う人々の存在が大切です。これまで、みなさんは多くの人たちと巡り会ってきました。

自分では気付いていないかもしれませんが、数多くの出会いの中で、実は多くのことを

学んできています。みなさんの心を育ててくれたのは、家の人や友達、先生、地域の方

々など、たくさんの方々がいたことでしょう。これからの中学校生活でも多くの人たち

との出会いがあると思います。その人たちと親しくふれあっていく中で、みなさんの心

は「より広く、より強く、よりあたたかなもの」に育っていくことと思います。学校教

育目標の「共に生きる」には、そうした願いが込められています。

平成２３年３月１１日に、東日本大震災がありました。震災直後、テレビで繰り返し

流されていたＣＭで、詩人の宮澤章二さんの「行為の意味」という詩を知りました。震

災の影響で、多くのみなさんが沈んだ気持ちでいたのですが、この詩を通して今大切に

しなければならないことは何なのかを教えてもらえた気がしました。現在、図書室前の

掲示板にその宮澤さんが書かれた詩「君たちが歩くとき」という詩が紹介されています。

読んで、たいへんに感銘を受けました。「共に生きる」ことの意味を理解するのに参考に

してもらえるのではないかと感じました。全校生徒のみなさんにも是非読んでもらえた

らと思います。詩集『行為の意味』も図書室にあります。

令和４年度始業式の話
２年生、３年生のみなさん、進級おめでとうございます。春休みが終わり、いよいよ

今日から令和４年度の学校生活が始まります。

新年度を迎え、決意も新たに今日から始まる学校生活に大きな期待を寄せていること

と思います。

みなさんは、無限とも言うべきたくさんの可能性をもって生まれてきました。その可

能性の中から、どんな自分を取り出し、引き出し、磨いていくかは、みなさん自身がそ

の主役であり責任者になるのだろうと思います。世界でただ一人の「私」を、どんな「私」

に仕上げていけばよいのか。これから時間をかけて、学び、考え、行動し、自分のペー

スで歩んでください。今日踏み出した一歩に始まるこの１年、途中険しい道もあるかも

しれませんが、山道を登り切ったときの素晴らしい景色を目指して登っていきましょう。

そして、そのもとになる、支えになるのが、今日から始まる学校生活であり、学年や学

級になります。

みなさんの中には、新たなクラスで上手くやっていけるだろうかと不安な思いをもっ

ている人も多いのではないかと思います。新たな出会いや学級のメンバー、そしてお互

いの頑張りが大切にされるクラスをみなさんの力でつくってもらえたらと強く願ってい

ます。

その意味で、新たな出会いにはお互いを成長させる可能性がたくさん含まれています。

１年後、学級の仲間たちと「このクラスでよかった。ありがとう。」と感謝の思いを伝え

ることができるように、みなさん一人ひとりの努力と協力を期待しています。

反対に、他の人の存在を認めなかったり、大切にできないことは絶対に認められない

ことです。いじりも含めいじめや人を差別することは人として絶対に許されない行為で

あることを、強く心に留めておいてほしいと思います。

本日入学してくる１年生と一緒によい１年にしましょう。
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令和４年度入学式式辞
春らしい暖かさが感じられる、新たな中学校生活の船出を飾るにふさわしい、希望に

満ちた季節となりました。

この佳き日に、ご来賓代表として本校ＰＴＡ会長山本様のご臨席を賜り、入学式を挙

行できますことを心より感謝申し上げます。

さて、２１９名の新入生のみなさん、豊田中学校へのご入学おめでとうございます。

みなさんの本校へのご入学を在校生及び職員一同、心より歓迎するとともに、みなさん

とこうして出会えたことをたいへん嬉しく思っています。

今、新しい標準服に身を包んだ新入生のみなさんの顔はたいへん輝いて見えます。そ

れは、「豊田中学校での３年間を頑張るぞ！」という決意の表れでもあろうと思います。

不安な思いもあるかと思いますが、１日も早く本校の生活に慣れて、充実した毎日を過

ごしてほしいと心より願っています。

入学式にあたり、これから豊田中学校で生活を送っていく上で大切にしてほしいこと

を新入生のみなさんにお話しします。

今日から中学生になられたみなさんは、可能性のかたまりです。学校は、そのみなさ

んの可能性を拓き、伸ばしていくためにあります。

その時に、意識し参考にしていただきたいのが、ステージの左側に掲示されている「健

やかに学び、共に生きる」という豊田中学校の学校教育目標です。内容について、簡単

にお伝えすると、心身の健康を大切にして、授業、行事、生徒会活動、部活動などで学

ぶこと、そしてその学びは、多くの人とふれあい支え合い、共に生きることでより豊か

に実現させることができることを意味しています。

「健やかに学び、共に生きる」という学校教育目標を新入生のみなさんにも大切にし

てもらえたらと思っています。

具体的には、今日から始まる学校生活の中で次の２つのことを実行していきましょう。

１つは、「人の話をしっかり聴くこと」、話を聴くことは学びの基本であり、人間関係

を築くために大切にしなければなりません。

あともう１つは、「出会いを大切にすること」です。今日を迎えるにあたり、期待だけ

ではなく、たくさんの不安な思いをもっている人もいたのではないかと思います。先ず

は、今日出会ったクラスの人たちとの出会いを大切にしましょう。

春は新たな出発の季節です。どんな道でも一歩は一歩。一歩が百歩になった時、気付

かなかった自分の成長や可能性が見えてくると思います。先ずは歩き出すこと、みなさ

んは今日その一歩をいよいよ踏み出しました。豊田中学校での３年間でみなさんがどの

ように成長していくのかを楽しみにしています。

最後に、ご家庭のみなさま、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。私

たち職員一同、本日よりお子様の指導や支援に全力を尽くして参ります。あわせて、ご

家庭と学校が一体となってこそ、教育的な成果は大きくなると考えています。何卒、お

一人お一人のお子様の成長のために、ご理解とご協力、ご支援をよろしくお願い申し上

げます。
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入学式 新入生代表のことば
新入生代表

暖かな春の訪れとともに、私たち新入生は豊田中学校に入学しま

した。ぼくは、小学校で勉強や運動をすることはもちろん、協力す

ることや決められた約束を守ること、友達との絆などを大切にして

きました。

そして今日から中学生になります。小学校での今までの生活とは全く違う日々が待って

います。部活動や新しい友達づくり、勉強のことなどで不安に思っている人はぼくだけで

はないと思います。

しかし、それ以上にどんな新しい生活が待っているのだろうという期待があります。中

学校では、自分で考えて行動し、夢や目標をみつけて、その夢や目標に向かって努力でき

るようにしたいです。

中学校は３年間なので、あっという間に毎日が過ぎていくと思います。これからこの豊

田中学校で学ぶ仲間とともに、切磋琢磨しながら、一日一日を大切に悔いのないように過

ごしていきたいです。

先生方、ならびに保護者のみなさま、ぼくたちのことを温かく、そして時に厳しくご指

導していただきますようお願いします。

対面式 新入生代表のことば
新入生代表

私達は、暖かい春の風を受けて、慣れ親しんだ小学校を卒業しま

した。新しく始まる中学校生活への期待を胸に昨日入学式を迎えま

した。

私は、小学校で豊田中学校の紹介動画を見ました。そこには真剣

に授業を受ける様子や、上の学年も下の学年も協力して部活動に取

り組んでいる姿が目に入ってきました。そして、先輩方に強い憧れをもちました。そして、

今、先輩方に温かく迎えられてとてもうれしく思います。また、ここ豊田中学校で３年間

過ごせるのだといううれしい気持ちと期待でいっぱいです。

私は中学校での目標が２つあります。１つ目は友達関係です。何か失敗してしまった時

や悩んでいる時、最終的に次のステップに行けるようになれるのは、周りに友達がいるか

らだと思います。お互いに尊敬し助け合うことができる。そんな大切な存在の友達をこれ

からも増やしていき、友情を深めていきたいです。

２つ目は、勉強そして習い事です。中学校では求められる事や内容もとても難しくなる

と聞いています。また、高校受験もあるので、将来の夢に向かって頑張っていきたいです。

また、私は幼稚園の時から行っている習い事も続けると決めました。まずは無理をせず、

新しい環境に慣れていきたいと思います。

私達１年生はまだ入学したばかりで、分からない事がたくさんあります。でも、頼れる

先輩方に色々な事を教わりながら頑張っていきたいです。また、先輩方を見習って豊田中

学校での生活を充実させていきたいです。２年生、３年生のみなさん、これからどうぞよ

ろしくお願いします。
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対面式 在校生代表のことば
生徒会会長

新１年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。これから始まる学校生活に夢や希

望を持っていると同時に、慣れない環境に不安を抱いている人もいるのではないかと思い

ます。そこで、みなさんにこれからの学校生活が有意義なものになるようにアドバイスを

したいと思います。

１つ、まずはきちんと挨拶をしましょう。挨拶はとても大事なもので

す。登校したら「おはようございます」、下校する時は「さようなら」

と、相手の顔を見て言えるようにしましょう。たったそれだけのこと

ですが、当たり前の事を当たり前にできるようにしていきましょう。

２つ、出会いを大切にしましょう。私達在校生は新しい学年に変わり、新入生のみなさ

んと同様に新しい出会いが始まりました。人との関係を良いものにしようと心がけ、友達

と一緒に充実した学校生活を送りましょう。

３つ、積極的に行動しましょう。授業でも、学校行事でも、部活でも、理解できるまで

質問しましょう。先生方も先輩達もきっと丁寧に教えてくれるはずです。

より良い学校生活を送るためにも、協力し合って進んでいきましょう。在校生一同、み

なさんが入学してくる事を楽しみにしていました。これから一緒にこの学校生活を楽しん

でいきましょう。

令和４年度職員組織の紹介 苗字(担当教科)担当部活 アンダーラインは転入職員

校 長：上田(数学科) 副校長：鳥飼(保健体育科)

１ 学 年 ２ 学 年 ３ 学 年

学年主任 柳沢(数学科) 女子バスケ 佐藤(保健体育科) 器械体操 細木(保健体育科) 男子バスケ

１組担任 櫻木(保健体育科) 野球 植田(国語科) 男子テニス 落合(保健体育科) ソフトボール

２組担任 田内(英語科) 器械体操 菅野(美術科) 美術 髙橋(理科) 吹奏楽

３組担任 比護(数学科) 吹奏楽 新崎(英語科) 美術 吉積(国語科) 吹奏楽

４組担任 黒田(技術・家庭科) 男子バスケ 宮越(社会科) サッカー 河村(数学科) 女子テニス

５組担任 西尾(国語科) 男子テニス 丸尾(数学科) 陸上 下里(英語科) 合唱

６組担任 後藤(英語科) 合唱 小島(英語科) サッカー 服部(理科) 科学

個別支援 山川(数学科) 茶道 玉澤(英語科) 茶道 西川(保健体育科) バドミントン

学級担任 武捨(理科) 科学 友澤(保健体育科) 茶道 竹谷(保健体育科) バドミントン

学年所属 Yan(国語科) バドミントン 宮内(数学科) 卓球 戸張(社会科) ソフトボール

加藤(社会科) 野球 向井(理科) 女子テニス 麻生(社会科) 卓球

吉田(理科) 美術 髙森(音楽科) 女子バスケ 池内(数学科) サッカー

清水(技術・家庭科) 陸上

学校職員 非常勤講師：根岸(音楽科) 依田(美術科) 特別支援非常勤支援員：田中(理科)

ＡＥＴ：チャールズ 養護教諭：宮田 事務職員：平山(卓球) 深井 用務員：髙橋 岡本

カウンセラー：中村 学校司書：野口 職員室業務アシスタント：下畝 佐々木 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ：菅井
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異動職員の紹介
３月２５日と４月８日に校内放送での離任式を行いました。以下、異動(退職・転出・

転入)職員についてお知らせします。

《退職・転出職員》

増田 健二 副校長 南区六ツ川中学校副校長

岡部 功 主幹教諭 港南区港南中学校

内海 茂登 教諭 鶴見区市場中学校

吉崎 秀光 教諭 瀬谷区南瀬谷中学校

入江 舞 教諭

原田 惠子 教諭

黒川 広子 教諭

関野 瑠奈 養護教諭 南区六ツ川中学校

鈴木 章久 事務職員

酒井 茂 特別支援非常勤支援員

井島 素子 スクールカウンセラー

長島 明子 スクールソーシャルワーカー

《転入職員》

鳥飼 真人 副校長 磯子区岡村中学校副校長

麻生 隆一 教諭 金沢区大道中学校

宮越 亮一 教諭 旭区左近山中学校

友澤 克秀 教諭 戸塚区舞岡中学校

吉崎 光秀 教諭 瀬谷区原中学校

比護 翼 教諭

髙森 逸樹 教諭

深井 綾子 事務職員

中村 隼人 スクールカウンセラー

菅井 夏子 スクールソーシャルワーカー

離任式(４月８日) 生徒代表のことば
生徒会副会長

離任式に際し、生徒を代表してご挨拶させていただきます。今日までご指導くださった

先生方、本当にありがとうございました。授業中には、私たちに優しく指導してください

ました。僕も実際に、授業中、困っている時、先生方に助けてもらったことが多くありま

す。また、授業時間外でも、私たちが安心して毎日過ごせる環境を

つくって、いつも温かく導いてくださったことに心から感謝してい

ます。部活動や生徒会活動でも本当にお世話になりました。先生方

と過ごした日々を私たちは忘れません。先生方に教えていただいた

ことを糧に、勉強や部活動に全力で取り組んでいきます。最後にな

りましたが、先生方もお身体に気を付けてお元気でお過ごしくださ

い。そして、これからも私たちを見守っていてください。今日まで本当にありがとうござ

いました。
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各種相談窓口のお知らせ
１ セクシャル・ハラスメント相談窓口

生徒本人及び保護者の方で、セクシャル・ハラスメントについて、相談を希望される

方は次の担当までご連絡ください。

池内(生徒指導専任教諭) 宮田(養護教諭) 鳥飼(副校長) ☎ ８６４－８６４０

横浜市教育総合相談センター(一般教育相談窓口) ☎ ６７１－３７２６～８

(セクシャル・ハラスメントの相談窓口としても利用できます。)

２ ＳＣ(スクールカウンセラー)による教育相談

横浜市では、暴力行為やいじめ、不登校等の未然防止、早期発見、早期解決を図るた

めに、各学校に専門のカウンセラーを派遣し、生徒や保護者へのカウンセリング、助言

などの支援を行っています。

本校には、原則として週１回水曜日にスクールカウンセラーが来校し、相談活動を行

っています。相談を希望される場合には、学級担任や生徒指導専任(池内教諭)を通じて

お申し込みいただくか、次の相談室直通電話にてご連絡ください。

スクールカウンセラー：中村 隼人 場所：１階相談室

相談日：水曜日 ９～１７時 相談室直通電話：８６４－９０６５(水曜日のみ可)

３ ＳＳＷ(スクールソーシャルワーカー)による支援

スクールソーシャルワーカー(福祉の専門職)が定期的に来校します。学校生活や家庭

生活でお困りのこと、どこに相談したらよいか分からないことなど、生徒の支援につい

て、主に福祉の視点から考えていただけます。必要がある場合には、学級担任や生徒指

導専任(池内教諭)にご連絡ください。

スクールソーシャルワーカー：菅井 夏子
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登下校に関する注意とお願い
本校のPTA校外委員会のみなさんのご尽力により、下の様に豊田中学校区の安全マップ

が作成されています。学校周辺の道は狭く、注意深く歩くことが必要です。特に、豊田郵

便局前のバス通りでは、道が細く、緊張しながら歩いていないと大きな事故につながりや

すいです。また、倉田小学校へ向かう階段を登りきった倉田小学校付近で、豊田中学校の

生徒数人が長時間にわたり立ち話をしていることがあり、近隣の方にご迷惑をおかけした

ことがありました。

これまでも注意を呼びかけているところですが、みなさんが安全を意識して交通ルール

や公衆マナーを守ることによって、自分自身を含め多くの人々の安全、安心な生活につな

がっていることを分かってもらえたらと思います。交通事故によって、それに関わる多く

の人々が辛く悲しい思いをすることを忘れないでください。

豊田中学校ＰＴＡ校外委員会安全マップ(一部分)

●永勝寺

※ お子様のお迎え等で、豊田郵便局の駐車場を利用されることは控えていただきますよ

うにお願いいたします。

地域のお宅の前で長話。

歩道や路側帯のない道路。バス
が通る時は、更に歩行のスペー
スが狭くなります。人が通る時
は右側通行、１列で。車に注意。

下倉田少年広場は、永勝寺様が
管理されている私有地で、中学
生のボール使用は禁止です。


