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新入生１０６名を迎えスタート
校長

渡辺

一信

今年の桜祭りも残念ながら雨の中での開催となりました。雨が降りましたが本校吹奏楽部の１６名の生徒の
演奏を予定通り行いました。年々演奏が上達しており聞かれた方から「上手ですね」と褒められます。うれし
くなります。
６日（水）着任式・始業式、平成２８年度の新年度が気持ちよく始まりました。新しい先生・主事さんをお
迎えし、始業式に先立ち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
た先生方を迎えて、顔つきも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。２・３年の学年
所属の先生方を紹介すると何か緊張感が感じられ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、新たな決意しているように感じます。これを契機に、生徒の皆さんは、
「自分は
どう変わるのか」を考え自分の体力・学力・豊かな心の向上に頑張って欲しいと期待します。
さて、４月７日（木）には入学式を行ないました。雨の中での入学式。雨は、洗い清める働きがあり、そし
て、命ある者すべてのものを育み成長させるものであります。新入生の入学式にふさわしい慈雨となりました。
今年度は、待望の新入生１０６名が入学しました。また、特別支援学級がスタートして６年目です。今年度は
３名が入学してきました。立派な港南中生へと育ててまいります。ご支援ご協力をお願いいたします。
ご来賓には、副区長 田中秀司様はじめたくさんのご来賓の方々に出席していただき入学を祝福して頂きま
した。ありがとうございました。２年生は６８名、３年生は８５名、合計２５９名の生徒で２８年度がスター
トしました。

【２８年度の教育目標】
本年度、下記の３つの教育目標を掲げ、教育活動を進めます。
① 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。
すすんで何事にも取り組む「主体性」を基盤に、体力・協働力・学力をキーワードに生徒を育成する
教育活動を推進します。
○ 教育目標を達成するため
１ 豊かなスポーツライフの基礎の育成（体力向上）
（1）東京都スーパー・アクテブ・スクール指定校 ３年間 体力向上に努めます。
２ 豊かな心の育成（人や社会とかかわる力の向上）
（1）東京都道徳教育推進拠点校 ２年間 道徳心と社会性を育みます。
（2）思春期を迎えた生徒に性教育を通して生き方教育を推進していきます。
３ 豊かな学習・確かな学力の育成（学力向上）
（1）港区教育委員会研究奨励校 ２年間「グローバル社会に主体的に生き抜く生徒の育成」
いじめの無い学校、子どもたちが誇れる学校となり通わせたくなるような学校をめざしていきます。港南中
は、落ち着いた規律ある生活ができ、仲が良い学校で有名です。名実ともに誇りに思える良い学校を創って
いきましょう。

教職員異動
退職 広瀬美智子
転出 相田 雅行
渡邉 美香
転入 鈴木 格也
細川真莉枝
林 千尋
松橋 亨
関 光雄
産休 菅谷 史子
井口 未来
休職 片庭 江美

用務主任
副校長
事務主事
副校長
教 諭（数学）
産育代替（国語）
事務主事
用務主任
養護教諭
教諭（国語）
教諭（数学）

本校の発展にご尽力いただき、
芝浦小学校（再任用）へ
ありがとうございました。新しい
白金の丘学園へ
職場でのご活躍を祈念いたしま
白金小学校へ
す。
江戸川区立瑞江中学校より
新しく港南中学校に着任された
新規採用
方々、
よろしくお願いいたします。
葛飾区立上平井中学校より
高陵中学校より
本村小学校より
平成 28 年 2 月 16 日～6 月 6 日、以降育休予定
平成 28 年 3 月 26 日～7 月 15 日、以降育休予定
平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

２８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 ：野﨑 裕 （英語）
３年主任 ：大塚 弥生（音楽）
西川 健次（社会）
１Ａ担任 ：野﨑 裕 （英語）
３Ａ担任 ：大塚 弥生（音楽）
井原 由美（数学）
１Ｂ担任 ： 林 千尋（国語）
３Ｂ担任 ：松下 容子（保体）
岸本 俊之（数学）
１Ｃ担任 ：米山 良平（保体）
３Ｅ担任 ：市村 実 （音楽）
櫻田 潤 （美術）
１Ｅ担任 ：櫻田 千恵（国語）
３年副担任：花島 宏明（理科）
伊藤千珠子（美術）
１年副担任：細川真莉枝（数学）
３年副担任：島津かおる（国語）
鈴木 由美（家庭）
１年副担任：高橋 武良（社会）
栄 養 士：内海 薫
島田 暁子（英語）
２年主任 ：木本 孝男（技術）
事務主任 ：松橋 亨
若月 暁美（英語国際科）
２Ａ担任 ：木本 孝男（技術）
事務主事 ：佐々木尚人
宮根 一彦
２Ｂ担任 ： 奥 俊一郎（理科） 用務主任 ： 関 光雄
（国語・社会・数学・生活・作業）
２Ｅ担任 ：大泉 雅哉（理科）
用務主事 ：笹口 進
金子 朋加（美術）
２年副担任：石川 桂 （英語）
用務主事 ：小若佳代子
櫻井 俊幸（保体・国語・数学）
２年副担任：鹿島恵里奈（養護）
ＲＡＳ：長谷川和子・岩井美咲
足立 直美（英語）
ＮＴ：ROY WINCHESTER、ELLIOTT BROWN
友野 珠子（英語）磯部 正則（生活・作業）
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を１４日から始めます。２年生は廣田先生との全員面接を行う予定です。
○廣田 久美子
月曜日
○奥村 真紀
木曜日
４月～５月（上旬）の主な予定
４月１５日（金） 心臓検診
１８日（月） 内科検診
１９日（火） ３年全国学力・学習状況調査
歯科検診
２０日（水） 尿検査１次予備、職員会議
２１日（木） 眼科検診、専門委員会
２２日（金） 中央委員会
２３日（土） 土曜授業２、避難訓練、
PTA 総会・歓送迎会
２５日（月） 生徒会朝礼
２６日（火） 歯科検診
２７日（水） 校内研修会
２８日（木） 全学年区学力調査、
委嘱状伝達式
２９日（金） 昭和の日

５月 ２日（月）セーフティ教室、薬物乱用防止教室
専門委員会、心臓検診

３日（火）憲法記念日
４日（水）みどりの日
５日（木）こどもの日
６日（金）中央委員会
７日（土）土曜授業３、生徒総会
９日（月）朝礼・安全指導
教育実習始（国・社・体）
１０日（火）専門委員会
１１日（水）尿検査二次
１２日（木）中央委員会
１４日（土）土曜授業４、１年移動教室説明会、
評価・評定説明会
１６日（月）生徒会朝礼
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