
学校教育目標

自分をみがき
自分を生かす

－ 自立 ・ 共生 ・ 貢献 －

令和３年度が、４月５日(月)より、１年生１３１名、２年生１５０名、３年生１３３名の計４１４名
でスタートしました。昨年度に引き続き、保護者・地域のみなさまには、鴨居中学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。

さて、４月５日朝、２・３年生は緊張しながらも希望と不安を胸に登校してきました。始業式・着任
式を行いました。始業式では、「桜の草木染め」について話をしました。桜染めの布は花びらから染料を取り出しても、う
まくいきません。樹皮の内側を使うときれいな桜色に染まります。人も、今現在、外側に現れている状態がその人の力の
全てか、というと、そうではありません。まだまだ引き出されていない「自分の内なる力」を信じて、これからも努力し
てほしい。そんな話をさせてもらいました。

午後からは、第６８回入学式が行われました。新型コロナウイルス感染症対策のため、何かと制限をさせていただきま
したが、無事行う事ができました。新入生は緊張しながらも目を輝かせて参加し、代表の亀倉虎太郎くん・山田恵彰くん
が、これから始まる中学校生活への意気込みを堂々と述べてくれました。私からは、「自分の目標・夢の実現のために、ま
ずは足下にしっかりとした根を張ろう」、そのためには｢規則正しい生活」「毎日コツコツ」「仲間とともに成長」が大切で
ある、というお話をさせて頂きました。式終了後、新入生は教室に移動して新担任と顔合わせをして、中学校生活がスタ
ートしました。

令和３年度 教職員組織 下線は着任者

校長 山本 洋司
教頭 長嶺 英俊

＜１学年＞ ＜３学年＞
学年主任 池永 直之(数学) 学年主任 矢野 雄一(技術)
１組担任 三浦 哲志(社会) １組担任 田栗 遼大(理科)
２組担任 三橋佳那子(保体) ２組担任 山本 敦子(国語)
３組担任 渡邉 拓朗(国語) ３組担任 芦澤 輝彦(英語)
４組担任 田邊 礼佳(英語) ４組担任 小俣 拓也(保体)
７組担任 阿部 幸乃 ７組担任 田邉 聡一
７組担任 水谷 優秀 副担任 齋藤 見依(美術)
副担任 長島 裕 (社会) 副担任 銭場 千尋(数学)
副担任 岩崎扶美子(理科) 副担任 水戸 紘子(数学)
副担任 櫻井あゆみ(音楽)

＜２学年＞ 養護教諭 植木 亜紀子
学年主任 沖山 利香(英語) 事務主事 白鳥 世宇
１組担任 大上 悠 (社会) 学校用務員 関村 美空
２組担任 横江 隼 (数学) 学校用務員 髙橋 敦彦
３組担任 篠原 知寛(保体) 支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 安達 美咲(再)
４組担任 山下 恵美(理科) スクールカウンセラー 永原 淳子
７組担任 安達 美咲 登校支援相談員 亀岡 清江
７組担任 鈴木 吟治 ＡＬＴ ｷｬﾒﾛﾝ･ﾌｧﾙｹﾝﾊﾞｰｸﾞ
副担任 志村みさ江(国語) 学習支援員 田中 裕子
副担任 金井 千絵(家庭) 県学習指導員･臨時介助員 杉山 清美

学校司書 後藤 容子
牛乳給食･PTA事務 野田 奈保美

令和３年度は、左記の教職員組
織で学校運営に携わらせていただ
きます。

改めて、どうぞよろしくお願い
いたします。

５日の入学式からもう３週間が
過ぎました。例年より開花が早く、
校内の桜もすっかり散り、今は葉
桜です。木々も芽吹き、躍動を感
じられる日々となりました。一年
生は中学校生活の第一歩を踏み出
しました。元気に学校生活を過ご
しています。毎日の様子を見てい
ると、小学校と全然違う生活に戸
惑いながら、１日も早く慣れよう
と真剣に頑張っています。毎日が
緊張の連続なので家に帰った途
端、グッタリしているのではない
でしょうか。躰も心も大きく成長
する中学３年間、人生にとって大
切な時期です。学校と保護者のみ
なさんとしっかり手を結びあって
頑張っていきたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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異動先でも益々のご活躍を祈念いたします

４月５日付の「異動・離退任のお知らせ」にて通知いたしまし
たが、これまで鴨居中の教育に尽力された１１名の職員が３月末
で退職・異動いたしました。

本校の学校運営に３年間舵を取ってこられた山田校長はこのた
び、荻野小学校に異動となりました。

定年退職となった落合総括教諭は９年間、吉田総括教諭は１０
年間、本校教育に携わり、上の台中学校との統合にも関わってい
ただきました。長きに渡りご活躍いただき有り難うございました。
＜前列左より＞ カッコ内は在籍年数と異動先

落合賢一(9年 大楠中）、山田伊久男(３年 荻野小)、
吉田雅行(10年 不入斗中)、齋藤宣人(７年 追浜中）

＜後列左より＞
松田浩一(２年 久里浜小)、梅田紗織(５年 群馬県へ)、
小林美哉(６年 浦賀中)、山田雄大(１年)、玉澤伶奈(６年 久里浜中)

※写真にはおりませんが、松本一也(１年 岩戸中）、学習支援員：植木宗谷(３年 追浜中･衣笠中)

１年前は休校中で中総合（横須賀市中学校総合体育大会）ができませんでした
が、今年は全ての種目で開催されています。

開会式が４月１７日(土)、南体育会館で行われました。感染症対策で残念ながら
無観客での実施、参加者も制限しての開催となりましたが、今年は何と鴨居中学
校が選手宣誓を担当しました。本校運動部を代表して、谷本月歩くん（野球部）・
坂井知永さん（バレー部）の二人が、本大会会長と市教育長を前に、元気で爽や
かな宣誓を行ってくれました。宣誓後には会場から大きな拍手で讃えられました。

＜中総合「各部の状況」＞（４月２８日現在）
○バドミントン部 団体戦 女子 優勝！ 男子 予選リーグ３位
○ソフトテニス部 団体戦 女子 準優勝！ 男子 準優勝！
○バレーボール部 第 3位 （１回戦 ２－０不入斗 ２回戦 ２－０浦賀 ３回戦 ０－２武山）
○野球部 ベスト８ （１回戦 ３－０神明 ２回戦 ２－８武山）
○バスケ部女子 継続中（１回戦 50－ 30馬堀） ○バスケ部男子 継続中（１回戦 75－ 37野比）
○サッカー部 （１回戦 ７－１合同チーム ２回戦 ０－３田浦）
○卓球 男子が継続中 男子 予選リーグ１位通過 女子 予選リーグ３位

※バド部個人戦、ソフトテニス部個人戦、陸上部、駅伝部、水泳部の試合はこれからです。

グランドならば全校生徒が
集まれる！

（4/16金「奨励式・壮行会」にて)
昨年度は終始新型コロナウイルス感染症に振り回された一年でした。昨年、教

頭として着任した私ですが、地域や PTA行事が全く行われず、地域の方々との交
流がないまま、一年を過ごしてしまいました。

この感染症については、１年前と違い、ウイルスの特徴や予防の仕方もかなり
分かってきました。ですので、今年度は「どのようにしたら実施できるか」を前
提に各取り組みを考えていきます。もちろん、国や県、市からのガイドライン（対
策マニュアル）に沿った形で進めて参ります。

今年度、取り組み方が変わるもの、感染症対策を施しながら実施予定のもの、
中止を決定したものを、この紙面にてお知らせいたします。
＜今年度変わります＞
・９月末より「中学校完全給食」が実施されます。実施に向けて昨年度から昼
食の時間、準備・片付けの時間を長く設定しています。

・給食が始まることにより、これまでのような「４５分日課」はなくなります。
給食センターからの配膳ですから、学校の事情で昼食時間を早めることはできません。

・部活動の朝練習は、これまでの週４日以内から「週３日以内」とします。朝練習の準備開始時間は 7:10 から可能、とし
ます。 7:00前に登校する事がないように、生徒のみなさんには事前に伝えてあります。

・ボランティアさんの活動を再開したいと考えています（先日、募集案内を配布しました）。しかし、検定ボランティアは
募集しません（学校による検定は残念ながら実施が難しいです）。 給食が始まる関係で、放課後の時間を確保すること
が難しくなった事が理由です。

＜感染症対策を施しながら実施したいと考えています＞ ※前期の行事等のみお知らせします
・土曜参観と「おや鴨の会」5/8土 ・部活動保護者会 5/14金（全体会は行わず、初めから各部ごとに集まります）
・市合同防災訓練＋ひきとり訓練 5/12水 ・教育相談週間（２者面談） ・教科面談 ・体育祭

※今後の感染状況によっては「中止」とさせてもらう場合もあります
＜「中止」あるいは形を変えて実施します＞
・ＰＴＡ総会は昨年度と同様「文書総会」とします。この日に予定していた授業公開は行いません。
・ＰＴＡ高校見学・地区懇談会は感染リスクが高いと判断し、中止を決定しました。
・２年生の校外学習として本校では「職業体験」を実施してきましたが、昨年は中止、今年度も受け入れてくれる事業者
が大変少なくなるので、生徒が訪問する形ではないキャリア教育に変更して実施します。


