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【 こうなん桜まつりありがとうございました 】
今年の桜まつりは晴天の下で多くの方が集まり賑やかに開催されました。桜まつりでは、本校吹奏楽部の演奏が行わ
れました。年々生徒数も増え演奏も上達しており演奏を聞かれた方から「上手ですね」と褒められたり、区内の中学校で吹
奏楽部の部員が一番多いんだと私に代わって地域の方が「吹奏楽部の自慢」をしていただきうれしくなりました。また、ボ
ートレースのお手伝いをバレー部の生徒が中心となって手伝ってくれました。地域の行事に参加することは、生徒にとって
貴重な経験となり大人になるための社会体験です。ご協力ありがとうございました。
【 新鮮な気持ち漂う始業式が行われました 】
６日（金）の着任式・始業式を終え、平成 30 年度の新年度が始まりました。創立５５周年のスタートです。始業式に先立ち
６人の先生・主事さんが転出され新しい先生・主事さんをお迎えして着任式を行いました。
新３年生、新２年生は、去られた先生方を知り、新しく着任された先生方を迎えることになりました。
別れと出会いの儀式：着任式を行いましたが、生徒の中には頼りにしていた先生が異動され、さみしい気持ちを抱いた
生徒もいたことと思います。着任された先生方には、自己紹介を兼ねて担当教科や港南中の教員としての抱負等お話を頂
きました。２・３年生の整列状態や集中して話を聞く態度を見てとても感心されてました。港南中の教員として授業をしっかり
と教え指導していく決意をされたようです。生徒も顔つきが変わり何か新しい年度への希望や決意がうかがえるようでした。
また、２・３年の学年所属の先生方を紹介すると新たな緊張感が感じられ、その姿を見て私は清清しい感じがしました。まさ
に、新しい学年、新しい学級、そして新しい先生に出会い、３年生として、２年生として新たな決意しているように感じます。
始業式では、４月は、心機一転再出発の日です。これまでの学校生活を振り返って「よいところ」はさらに伸ばし、直すと
ころは改めていくことが大切であります。３年生は、最高学年として全校をリードして欲しいです。全ての行事には、「最後
の」という言葉がつくことになります。一つ一つ思い出に残る行事にしていこう。２年生は、中堅学年として３年生を支え新入
生８９名が入学してきます。新しい後輩が入ってくるので善きお手本となるように頑張りましょう。
今年１年間、３つの課題を持って生活すること。
①中学生の本分は、学習すること。主体的に学習に取り組もう。
②何事にもプラス思考で取り組もう。
③仲間と協力して何かを成し遂げる努力をしよう。
この３つを課題に楽しい学校生活を送りましょうという話をしました。よろしくお願いいたします。
【気持ち新たに入学式 】
港区長武井雅昭様より入学のお祝いの言葉と励ましの言葉を頂きました。
新入生を代表して山下紗那さんが「誓いの言葉」を述べました。
中学校生活で頑張りたいことが４つある。
①勉強です。特に英語を頑張って東京オリンピックで外国の人とコミュニケーションを取りたい。
②部活動です。先輩と同じレベルになれるよう努力したい。
③学校行事です。運動会等に一生懸命取り組みたい。
④一番友達を大切にしたい。
港南中生として誇りを持ち、文武両道で自分の夢や目標に向かって努力すると誓いを述べました。
在校生を代表して大沼留維さんからは、「中学校生活を有意義」なものにしてくださいと、港南中学校の紹介をしてくれま
した。①港南中学校の 3 つの伝統 ②勉強について ③運河学習 ④クリーン作戦 ⑤部活動、委員会活動に主体的に挑
戦していこう。そして、これから始まる学校生活に一緒に笑顔あふれるものにしましょうと。
【 経営方針 】
３つの教育目標を掲げ、教育活動を進めます。①すすんで、豊かな心と健やかな身体を育む生徒を育てます。② すすん
で、自他の敬愛と協力を重んずる生徒を育てます。③ すすんで、学ぶ意欲と深く考える力を伸ばす生徒を育てます。「す
すんで」と何事にも取り組む「主体性」を基盤に、体力・豊かな心・学力をキーワードに生徒の育成を推進します。よ
ろしくお願いします。

教職員の退職・異動
退職 小若 加代子 用務主事（再任用終了）
本校の発展にご尽力いただきまし
転出 花島 宏明
主幹教諭（理科）大田区立大森第八中学校へ
た。新しい職場でのご活躍を祈念いた
石川
桂
主任教諭（英語）港区立高陵中学校へ
します。
野澤 恵美
主任教諭（特支保体）江戸川区立二之江中学校へ
新しく港南中学校に着任された
井口 未来
教
諭（国語）武蔵野市立第一中学校へ
方々です。よろしくお願いします。
菅谷 史子
主任養護教諭（養護）目黒区立東山中学校へ
菅野 由季
産・育代替教員（国語）期限付き任用教員
吉高 詠美子 産・育代替教員（特支社会）本校区費講師・介助員
佐々木 尚人 事務主事
港区役所税務課課税係へ
関 光雄
主任用務主事 港区立御成門中学校へ
柿沼 謙次
用務主事（退職・再任用）港区立赤坂小学校へ
転入 佐々木 信幸 主幹教諭（特支保体）足立区立扇中学校より
美馬 千秋
主任教諭（国語）港区立白金の丘中学校より
森 好次
主任教諭（理科）港区立高松中学校より
井関 陽子
主任養護教諭（養護）調布市立第六中学校より
川村 えり子 教
諭（英語）目黒区立第一中学校より
豊崎 恵美
教
諭（美術）練馬区立中村中学校より
桜井 哲哉
事務主事
芝浦港南地区総合支所管理課管理係より
育休復帰 櫻田 千恵
教
諭（特支国語）

３０年度 教職員組織
校
長 ：渡辺 一信
副 校 長：鈴木 格也
講師：
１年主任 ：木本 孝男（技術）
３年主任 ：野﨑 裕 （英語）
鈴木 由美（家庭）
１Ａ担任 ：木本 孝男（技術）
３Ａ担任 ：米山 良平（保体）
金子 朋加（美術）
１Ｂ担任 ：細川 真莉枝（数学） ３Ｂ担任 ：野﨑 裕 （英語）
西川 健次（社会）
１Ｃ担任 ：奥 俊一郎（理科）
３Ｃ担任 ：千葉 裕一郎（社会） 田中 靖之（音楽）
１Ｅ担任 ：大泉 雅哉（理科）
３Ｅ担任 ：櫻田 千恵（国語）
１年副担任：川村 えり子（英語） ３年副担任：島津 かおる（国語） 友野 珠子（英語）
１年副担任：豊崎 恵美（美術）
３年副担任：美馬 千秋（国語）
磯部 正則（生活・作業）
２年主任 ：大塚 弥生（音楽）
３年副担任： 森 好次（理科）
宮根 一彦（国・社・数・英）
２Ａ担任 ：河西 倫欧（保体）
３年学年付：井関 陽子（養護）
若月 暁美（英語国際科）
２Ｂ担任 ：大塚 弥生（音楽）
事務主任 ：松橋 亨・桜井 哲哉 吉髙 詠美子
２Ｃ担任 ：小泉 征子（英語）
栄 養 士：芦澤 あずさ
（社・数・音・生・作業・自立）
２Ｅ担任 ：佐々木 信幸（保体） 言語指導員：金井 セツ子
学習支援員：伊藤 都弥子
２年副担任：奥田 篤志（数学）
ＲＡＳ：長谷川 和子・関 喜和子 学校司書 ：濱田 路子
２年副担任：片庭 江美（数学）
ＮＴ：ROY WINCHESTER、MATTHEW BANH
Ｅ組介助員：吉髙 詠美子・吉野 一真・篠木 隆男、用務業務員：
（株）信陽、給食調理員：東京天竜
本年度も２名のスクールカウンセラーの先生方にお世話していただくことになりました。
１年生は奥村先生との全員面接・２年生は鈴木先生との全員面接を始めます。
○鈴木 定子（新規・火曜日）
○奥村 真紀（木曜日）
４月～５月の主な予定
４月１７日（火）３年全国学力調査、１年心臓・内科検診
５月 １日（火）委嘱状伝達式・サッカーキャンプ
１８日（水）２年歯科検診、避難訓練
２日（水）薬物乱用防止教室、セーフティ教室
１９日（木）２年内科検診
７日（月）朝礼・安全指導
２０日（金）尿検査１次予備
８日（火）避難訓練
２３日（月）生徒会朝礼、専門委員会、１年運河めぐり
９日（水）職員会議
２４日（火）１年色覚検査
１１日（金）尿検査２次
２６日（木）眼科検診・中央委員会
１２日（土）土曜授業、進路講演会
２７日（金）区学力調査・離任式
１７日（木）中間考査
２８日（土）クリーン作戦・30 日（月）振休
１８日（金）中間考査、専門委員会、尿検査２次予備
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