
相澤勉
ＰＴＡ会長

皆さんこ

ん にち は 、

昨年に引き

続き会長を

務めさせて

頂きます、相

澤です。

日頃より

ＰＴＡ活動にご理解、ご協力頂き本当に感謝しております。

今年度は、新たに着任された校長先生、教頭先生としっかり

と信頼関係を築いていくと共に、ＰＴＡ活動において今まで以

上に地域の方々と団結して活動を盛り上げて行きたいと思っ

ております。

また、「やるからには全力で楽しむ」をモットーに、今期役員

の方々と楽しみながら活動して行きたいと思います。

今期も一年宜しくお願い致します。

山田伊久男校長先生

この度鴨居中学校の校長

として着任しました山田伊久男です。

外から見ていて合同避難訓練や体育祭の様子が素晴らし

いと感じていました。中学生が園児をしっかりとリードしたり、

3年生が下級生をリードしたりという、年上の人が年下の人の

目標やあこがれの存在になっていたからです。

ですから、まずは上地先生が目指した学校作りをしっかり

と引き継いでいきます。生徒のみなさんは、今までの「あこが

れの流れ」の中で、安心して自分たちの自治のパワーを発揮

してください。

私は、「学校とは①安心できるところ②楽しいところ③自

分を伸ばすところ」だと考えます。具体的には、「認め合う関

係をベースに、地域とのつながりの中で、魅力的な学びに取

り組み、夢へのアプローチを進めていける」学校です。

今年度も本校の教育活動に、ご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。
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新しい校長・教頭先生、教職員の方々、新入生・保護者を迎

え、新年度が始まりました。頼もしかった先生方や生徒たちが

居なくなってしまった後の中学校は誰が支えるのでしょうか？

在校の先生・生徒・保護者が軸になり、みんなで支えましょう！

地域の方々の温かなご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

山田校長・森野教頭・相澤会長・栗田生徒会長さんに、今年度に対する思いを伺いました。

校長先生の話を真剣に聞く新入生

左・相澤勉ＰＴＡ会長 右・山田伊久男校長

吹奏楽部の演奏と保護者の拍手の中、担任
の先生と教室に向かう新入生保護者・子ども 今の心境は？

保護者

・お弁当で朝からバタバタでした！

・勉強についていけるか不安

・部活と勉強を両立していける

か心配

・二人目になると少し親も余裕

があるので、そこまで不安はな

い

・一人目の子どもなので不安だ

らけですが子どもと一緒に楽し

み、迷い、考えながら過ごしたい

子ども

・部活が楽しみ

・上に兄が居るせいか不安

はあまりない

・体育祭が楽しみ

平成30年度生徒数(449名)

１組 ２組 ３組 ４組 ７組 合計

１年 ３７ ３７ ３６ ３７ ２ １４９

２年 ３７ ３７ ３７ ３８ ４ １５３

３年 ３６ ３６ ３６ ３７ ２ １４７

自立・共生・貢献
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部

栗田蒼太朗生徒会長

第６３代、生徒会長の栗田です。

今年は「伝える」ということを大切にしていきたいと

思います。どんなに強い人でも一人では生きていけませ

ん。なので、素晴らしい集団になるためにも、自分の意思

を相手に「伝える」ことを頑張っていきます。

森野和昌教頭先生

馬堀中学校から参りました教頭の森野和昌と申します。

鴨居中学校は、元気にあいさつができ、明るく素直な生徒が多

いという印象を受けました。また学校と地域が非常に密着してい

るように思えます。微力ながら、生徒や学校、地域のためにできる

ことをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
※（）内は担当教科・部活動顧問を記載

【後列】左より

学習支援員 池上 恵子
いけがみ　けいこ

学校司書 後藤 容子
ごとう　やすこ

登校支援相談員 亀岡 清江
かめおか　きよえ

事務 遠藤 ちづる
えんどう

学校用務員 小林 一彦
こばやし　かずひこ

学校用務員 高橋 敦彦
たかはし　あつひこ

【前列】左より

給食担当 野田 奈保美
の だ 　 な ほ み

養護教諭 植木 亜紀子
うえき　あきこ

（美術部）

校長 山田 伊久男
やまだ　いくお

教頭 森野 和昌
もりの　かずまさ

事務 白鳥 世宇
しらとり　よう

【後列】左より

副担任 福地 真一（保健体育・ソフトテニス部）
ふくち　しんいち

副担任 玉澤 伶奈（英語・水泳部）
たまさわ　れな

学年代表 落合 賢一（数学・野球部）
おちあい　けんいち

【前列】左より

１組 山本 由貴恵（家庭科・バスケットボール部）
やまもと　ゆきえ

２組 前山 あゆみ（音楽・吹奏楽部）
まえやま

３組 齋藤 宜人 （数学・バスケットボール部）
さいとう　のりひと

４組 小林 美哉 （国語・バドミントン部）
こばやし　みか

７組 安達 美咲 （支援・吹奏楽部）
あだち　みさき

【後列】左より

副担任 齋藤 見依（美術・美術部）
さいとう　みえ

副担任 銭場 千尋（数学・卓球部）
せんば　ちひろ

副担任 長島 裕 （社会・ソフトボール部）
ながしま　ゆたか

副担任 植木 宗谷（社会・陸上競技部）
うえき　そうや

学年代表 大橋 貴弘（技術・科学部、家庭科部）
おおはし　たかひろ

【前列】左より

１組 竹澤 涼 （国語・吹奏楽部）
たけざわ　さやか

２組 本多 純一郎（保健体育・バレーボール部）
ほんだ　じゅんいちろう

３組 宮原 将孝 （理科・バドミントン部）
みやはら　まさたか

４組 十川 拓也 （英語・水泳部）
そごう　たくや

７組 廣川 木実子（支援・バレーボール部）
ひろかわ　きみこ

【一列目】左より

会計 榎本 繭美

教頭 森野 和昌

校長 山田 伊久男

会長 相澤 勉

副会長 都築 義則

副会長 武田 昌代

会計 中村 美咲

【二列目】左より

総務委員 青木 絵梨香

総務委員 小林 清美

学級委員長 大熊 由美子

学級副委員長 山崎 愛

広報委員長 渡辺 拡美

広報副委員長 永瀬 有希子

保健成人委員長 武田 供美

保健成人副委員長 永井 紀子

【三列目】左より

校外副委員長 椎名 香

校外委員長 南 佳奈恵

書記(先生) 長島 裕

会計補佐(先生) 安達 美咲

会計補佐(先生) 沖山 利香

会計監査 中川 淳

斎藤 恭美

竹澤 由圭

【後列】左より

学年代表 吉田 雅行（数学・ソフトテニス部）
よしだ　まさゆき

ＦＬＴ マーク シギョウ（英語・ソフトテニス部）

副担任 沖山 利香（英語・卓球部、ソフトボール部）
おきやま　りか

副担任 岩崎 芙美子(理科・科学部、家庭科部)
いわさき　ふみこ

【前列】左より

１組 本田 吉紀（国語・サッカー部）
ほんだ　よしき

２組 田栗 遼大（理科・陸上競技部）
たぐり　りょうた

３組 大上 悠 （数学・サッカー部）
おおがみ　ゆう

４組 梅田 彩織（保健体育・野球部）
うめだ　さおり

７組 篠原 知寛（支援・バスケットボール部）
しのはら　ちひろ

拠点校指導教員

田村 豊
たむら　ゆたか

スクールカウンセラー

永原 淳子
ながはら　じゅんこ




