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横浜市立港南台第一中学校 
   

港南台第一中学校の学校目標 

私たちは「深く思考し、的確に判断し、豊かに表現する」力と意欲を育みます。 

○ 基本的・基礎的な知識・技能を習得するとともに、それらを活用して思考・判断・表現する力を伸ばすた

めの学習内容・方法・環境を工夫します。（知） 

○ 生命を尊重する心と健やかな体を育むための場を大切にします。（徳・体） 

○ 生徒一人ひとりが生き生きと活動する場面を設定し、社会の一員としての資質と一人ひとりの個性を豊か

に伸ばします。（公） 

○ 学習の場を社会に広げ、地域の教育力を積極的に活用していきます。また、社会との関わりの中で社会に

積極的に貢献できる力を育みます。（開） 

 

 新年度、よろしくお願いします 

     校長  住本 宏 

 すっかり季節が巡り、時には初夏を思わせます。平成31年度のスタートも順調に迎えることができ

ました。今年度は学校創立45年目にあたります。５年後の周年行事に向け徐々に体制を整えます。ま

た、新教育課程の実施に向けて、昨年度から頂きましたご意見を参考に策定した、新たな学校教育目

標も周知します。 

 生徒の皆さんは、新しい出会いの中でゆっくり個性を磨き上げ、自らの強みを意識してください。

自分にしかない長所を明確にすることで、自信や一歩踏み出す勇気が生じることでしょう。皆さんの

成長を楽しみにしています。 

 ※地域の方々へ 

 学校は、限られた場所での活動の連続です。皆様からのご意見は、貴重な財産と考えております。

お気づきのことやご感想を学校までお寄せください。 

新 学校教育目標案について 

 ２・３年生の保護者の皆様には以前よりお知らせしてきましたが、現在、新しい学校教育目標を策定中

です。生徒・保護者・地域の皆様方のご意見を参考に、「主体性」「協働性」「創造性」の３本柱を大切

にした学校教育目標「自ら考え、ともに歩み、新たな社会を創る」にしたいと考えております。この件に

つきまして、ご意見がありましたら忌憚なくお聞かせください。(担当：教育課程委員 八神・島田) 

 

 

    



平成３１年度 港南台第一中学校職員 

校 長：住 本   宏    副校長：亀 田  泰 紀 

  １ 年（５クラス） ２ 年（４クラス） ３ 年（５クラス） 

学年主任  山室 和泉（国語）  田口 みゆき（音楽）  澤野 奈緒子（英語） 

１組担任  石田 利江（英語）   小梢 翔平（理科）   栗原 優花（国語）  

２組担任  小杉 拓也（保体）   河内 奈美（保体）   松本 真一（美術） 

３組担任  向田 和真（数学）   島田 翔太郎（数学）   三田  諭（技術・社会） 

４組担任  濱﨑 瑞紀（社会）   澤野 利津子（国語）   島  龍太（社会）  

５組担任  安藤 京祐（理科）    宮田 愛子（保体）  

個別支援学級   田島 聡（７組）   遠藤 宏和（８組）  増田 洋子（非常勤） 

学年所属 

  

  

 八神 純一（数学） 

 中村 万里子（家庭） 

 山口 義和（理科） 

 後藤 佐恵（英語）  

 亀井 二朗（社会） 

 天野 晴香（英語） 

  

 樺澤 由和（数学） 

 大河原 久美（英語） 

  

加藤 潤一（理科）・髙瀨 里奈（養護）・門澤 久美子(休職中)  
 

◆生徒指導専任：加藤 潤一           ◆養護教諭   ：髙瀨 里奈 

◆事務職員  ：内藤 瑞穂           ◆司書教諭   ：栗原 優花 

◆技 術 員  ：池田 美奈、佐藤 和宏     ◆学校図書館司書：伊東 雅子 

◆スクールカウンセラー：紺野 麻希       ◆ＡＥＴ：Ｃｒａｉｇ Ｍｏｒｒｉｓｏｎ 

◆教務主任  ：八神 純一           ◆進路主任  ：大河原 久美  

◆道徳教育推進教師：樺澤 由和         ◆国際教育担当 ：石田 利江 

◆人権教育担当：樺澤 由和            ◆職員室アシスタント：氏家 仁志  

◆特別支援教育コーディネーター：澤野 奈緒子    ◆ハマ弁スタッフ：梅原 千佳  

                                  三浦 真由子 

張間 直人 副校長 （浜中学校へ） 

杉山 淳一 教諭  （蒔田中学校へ） 

谷﨑 あさみ 教諭 （笹下中学校へ） 

窪川 智   教諭  （岩崎中学校へ） 

田中 晴子 教諭  （矢向中学校へ） 

結城 正洋  教諭  （岡津中学校へ） 

相川 恵莉華 教諭 （本郷中学校へ） 

鈴木 智絵 教諭  （東永谷中学校へ） 

植田 陽平 教諭  （県立百合丘高等学校へ） 

亀田 泰紀 副校長 （永田小学校より） 

山室 和泉 主幹教諭 （国語・西金沢学園より） 

島田  翔太郎  教諭 （数学・森中学校より） 

島  龍 太 教諭 （社会・旭北中学校より） 

安藤  京祐  教諭 （理科・中和田中学校より） 

小杉  拓也   教諭 （保健体育・丸山台中学校より） 

河内  奈美   教諭 （保健体育・大綱中学校より） 

濱﨑  瑞紀 教諭 （社会・泉が丘中学校より） 

髙瀨 里奈 教諭 （養護教諭・戸塚中学校より） 

山口 義和 非常勤講師 （理科）  

増田 洋子 非常勤講師 （個別） 

氏家 仁志 職員室業務アシスタント 

離任・退職された先生・職員 着任した先生・職員 

離・退任された先生方、今までありがとうございました。 

着任された先生方、これからよろしくお願いします。 

加々美 潔 教諭（退職） 

佐々木 晴崇 教諭（退職） 

岸川 三恵 教諭（退職） 

林 恵子 教諭（退職） 



 港南台第一中学校のいじめ防止基本方針の抜粋です。全文は学校webページに掲載しています

ので、ご覧下さい。【港南台第一中学校webページ： 

 http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/kohnandai1/index.cfm/1,0,55,html】 

同窓会『飛翔会』について 

卒業生を中心とした同窓会が構成されていましたが、平成17年以降、同窓会としての活動がみ

られていない状況から、平成29年の「学校だより」で元役員様にお声を掛けました。昨年度、元

同窓会副会長様と連絡がとれ、「同窓会規約」を一部変更し、同窓会費の運用について教育環境

整備及び周年行事運営基金に引き継ぎました。当時の同窓会運営の様子をご存知の方は、ご一報

いただければ幸いです。 

また、一昨年から卒業生有志による「一中OB会」が港南台夏祭り等で取り組みを開始しまし

た。活動の状況や趣旨を鑑み、協力しております。ご承知ください。 

 ４月１１日（木）６校時に、１年生への部活動紹介オリエンテーションを行いまし

た。各部活動の先輩たちはユニホームを着たり、道具を準備したりしながら実

演し、１年生に各部活動の特徴をわかりやすく紹介しました。１年生はどの部活

動に入るか考えながら、先輩たちの活動する姿を真剣に見つめていました。 

◎参加部活動 

 陸上競技部、野球部、ソフトテニス部、 

 サッカー部、卓球部、女子バレーボール部、 

 バスケットボール部、吹奏楽部、囲碁部、絵画部 

※１年生の募集を停止している部活動 

 ハンドボール部 

入学式 
  

 ４月５日（金）満開の桜のもと、真新しい

制服を身にまとい、これから始まる中学校生

活への希望と期待に胸をふくらませた１７３

名（男子９５名・女子７８名）の新入生が入

学いたしました。多くの来賓の皆様と保護者

の皆様のご出席をいただき、入学式を執り行

うことができました。 

 入学式の後は、初めての学活を行いまし

た。担任の話を聞き、中学校の教科書を受け

取り、中学校での初日を終えました。 



先生たちの役割を紹介します。 

【特別支援コーディネーター】 

 生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、保護者をはじめ、福祉・医療などのさまざまな関係機関と

の連携・協力を推進しながら、適切な教育的支援を行うための調整役となる先生です。 

○学校司書の紹介 

 学校司書の伊東雅子です。一中図書館に勤務して、４年目になります。年々利用してくれる生徒さ

んの数も、貸し出される本の冊数も増えていて、大変うれしいです。昨年度は、のべ4262人、1010冊

の利用がありました。今年度も、全校生徒の皆さんに利用していただけるよう、魅力的な図書館を目

指してがんばります。よろしくお願いいたします。 

【セクハラ担当窓口】 

 スクールセクハラの担当窓口を設けています。何かありましたら、担当にご相談ください。 

 ≪担当≫ 加藤（生徒指導専任）、髙瀨（養護教諭） 

 連絡先：港南台第一中学校 ０４５－８３２－００２０ までご連絡ください。 

【部活動相談窓口】 

 昨年度より、部活動に関する相談窓口を設けています。部活動の事は、まず顧問の先生にご相談いた

だくことが必要ですが、相談しづらい事などありましたら、部活動相談担当者にご相談ください。 

 ≪担当≫ 副校長、山室 

 連絡先：港南台第一中学校 ０４５－８３２－００２０ までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

６月までの勤務予定 

 ５月の予定：８日（水）・２２日（水）・２９日（水） 

 ６月の予定：５日（水）・１９日（水）・２６日（水） 

○スクールカウンセラーの紹介 

 港南台第一中学校ブロックを担当いたしますカウンセラーの紺野麻希と申します。生徒・保護者の皆様が安

心して毎日をすごせるよう、気持ちに寄り添って対応してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ま

た保護者の皆様、お子さまの学校でのことやご家庭での接し方はもちろんのこと、その他のことにつきまして

も気にかかることがございましたら気軽にご相談ください。 

【スクールカウンセラー】 

 困ったことや悩み事があるときに相談できるカウンセラーが学校にいま

す。毎週水曜日の勤務となりますので、どうぞご活用ください。なお、生

徒だけでなく保護者の相談も受け付けています。予約も可能です。 

 ○相談室直通電話：０４５－８３２－００８７ 

          （不在時は留守電で受け付けています。） 

訂正とお詫び 

 22日に行われた「教育説明会」に、多数の保護者の皆様にご参加いただき、ありがとうございました。当
日配付しました「学校案内」の日課表に誤りがありました。 

 日課表 ６校時の昼食時間は 12:05～12:20、昼休みが12:20～12:35 です。 

お詫びして訂正いたします。大変申し訳ございませんでした。 


