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よろしくお願いいたします
校長 村越

茂雄

本年度、４ 月より前任の佐野校長に代わりまして、青葉区の山内中学校より着任いたしまし
た村越と申します。生まれも育ちも横浜です。どうぞよろしくお願いいたします。
以前、部活動の試合で西谷中学校にお世話になった時の印象は、『生徒がとても元気であ
いさつができる。』『丘の上からの見晴らしが素晴らしい。』というものでした。その伝統が
今も引き継がれていると感じたことが初日にありました。４ 月１ 日、不安だった私に積極的に
声をかけてくれた生徒のあいさつのおかげで、一瞬にして不安は吹き飛び、心が温かくなり、
あいさつの持つ力をあらためて実感することができました。その後、西谷中学校をよく知る職員
からも、西谷中学校の生徒が地域の皆様に温かく見守られていることや保護者の皆様に協力的
にご支援をいただいていることを聞き、この温かい生徒が育まれている基盤はここにあると感じ
ることができました。
満開の桜が待っていてくれた４ 月５ 日、新入生２ １ １ 名を迎え、生徒数６ ３ ３ 名で西谷中
学校の平成２ ８ 年度がスタートいたしました。
６ ３ ３ 名の希望に満ちた姿に、西谷中学校職員一同、精一杯応えていこうと努める所存で
すので、今後とも、ご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申しあげます。
今年度のスタートにあたり、一人ひとりの中学校生活が充実したものとなるようにと、次の
３つのお願いを入学式でさせていただきました。
１ 『ぬくもり』 を持って人の良いところを見つけてください。
（一人ひとりの違いを
ｎじ
認め合い、意見の違いを楽しめる人になって欲しい。）
２ 『聴ける 言える』 人になってください。
（人の考えをしっかり受け止め、自分の
考えを正確に伝えることのできる人になって欲しい。）
３ 『ゆとり』 のある人でいてください。（自分のことで精一杯な時ほど、周囲の人の
気持ちを大切にできると、他の人から大切にされる存在になっていく。なにより自分の
心が豊かになれる。
）
ただし、困った時は、最も話しやすい人に相談してください。一緒に解決方法を考えていき
ましょう。
今後も学校の様子をお伝えして参ります。どうぞ、１年間よろしくご理解、ご協力のほどお
願いいたします。

本校の学校教育目標
西谷中学校は、生徒の自己実現を支援するために、次の力を伸ばします。

◎自ら学び、考え、問題を解決する力【知】
◎自他の生命を尊重し、心と体の健康を向上していく力【徳・体】
◎社会の変化に対応し、行動できる力【公・開】

生徒指導専任 山口 修司

この度、生徒指導専任になりました。西谷中学校２年目になります。主な仕事として生徒
の相談・外部機関との調整・カウンセラー等の調整・地域との連携などを行っています。
１年間よろしくお願いいたします。

今年度の職員
１年職員
学年主任 中込 直希（理）
１組担任 新堀
玄（体）
２組担任 池田 佳史（英）
３組担任 内山 文惠（国）
４組担任 和田 正樹（社）
５組担任 松山 未佳（体）
６組担任 則包 佳連（数）
８組担任 大津 想介(個)
８組担任 山本 俊弘(個)
教務主任 森田 浩司（技）
副担任
鈴木恵美子（音）
副担任
沼田美智子（英）
副担任
齋藤
清（美）

２年職員
学年主任 森
康昭（社）
１組担任 小泉
厚（英）
２組担任 上野裕太郎（社）
３組担任 森本 千晴（体）
４組担任 藤木 勇人（英）
５組担任 鮏川 友佳（国）
６組担任 新路 祐貴（数）
８組担任 木村 志織(個)
８組担任 佐々木太一(個)
特別支援教育コーディネーター 柳町 真理（家）
副担任
栗田奈々子（理）
副担任
日高 圭三（数）

３年職員
学年主任 久保とみい（社）
１組担任 寺村 大輔（体）
２組担任 久我 有生（国）
３組担任 佐藤 裕文（理）
４組担任 中村
悟（数）
５組担任 守屋
薫（体）
６組担任 小林 壽人（数）
８組担任 篠原
忍(個)
進路主任 浅井
壽（理）
副担任
玉井 建二（国）
副担任
小野 喜美（英）
生徒指導専任
山口 修司（英）

校長…村越 茂雄
副校長…森脇 信行
養護教諭…田村 はるみ
事務主事…大田 友佳・勝又 由起・佐藤 礼顕
技能吏員…藤本 哲也・大野 有子
拠点校指導員…大矢 行雄
学校司書…森 己志子
特別支援講師…大吉 昭二
スクールカウンセラー…室津 沙知 AET…Nathalie Gomez
購買部…陣内美佐子
【校医】内科：三村 圭美 眼科：河野 一江 歯科：金子 守男 耳鼻科：藤井みゆき
薬剤師：片山 景子

着任式の様子

入学式より
入学式では、保護者・地域の皆様ご協力ありがとうございました。式では内田 柊音さんの
輝く誓いの言葉がありました。また、翌日には新入生と上級生との対面式が生徒会の主催で行
われました。ここでは、入学式での内田さんの誓いの言葉の一部をご紹介します。
小学校生活では、嬉しかったこと、悔しかった
こと、悲しかったこと、辛かったことなどたくさ
んの思い出ができました。小学校では運動会の実
行委員をやり１年生から６年生までをまとめ、な
かよし給食で１年生の面倒を見ました。全校を引
っ張る中で、失敗と成功を交互に繰り返し成長で
きました。相手を思いやり、みんなで協力するこ
との大切さや、素晴らしさも学びました。多くの
先生方に支えられ、見守っていただいたことが自
信となり、「何事にも失敗を恐れず挑戦する」という気持ちで、最後の１年間充実した時間を
過ごしてきました。
高め合ってきた仲間や、励ましてくださった先生方ともお別れし、３月に卒業しました。そ
れから数週間がたちました。今日この場に立てる喜びがあり、また１日も早く西谷中学校の仲
間になれるように努力していこうという決意に満ちています。
中学校の生活を考えたとき、私は楽しみよりも不安なことが多かったです。しかし、入学式
を迎えた今日気持ちが変わりました。親切で優しそうな先生方、逞しく頼もしい先輩方、私達
は皆さんに支えていただきながら中学校生活を過ごせると感じました。
私は、部活と勉強が両立できるように計画性をもってやっていきたいです。部活では、仲間
と協力し、チームワークをつくっていきたいです。勉強は教科ごとに先生が違いますが、そこ
でも計画をちゃんと立ててやっていきたいです。そして、多くの仲間と思い出をつくり、たく
さんの人に愛される人になりたいです。
また、当たり前のことを当たり前とは思わずに、常に感謝の気持ちを忘れず、良い先輩にな
れるように努力していきます。
先生方、先輩方、家族の皆さんよろしくお願いします。これから、西谷中学校の一員として
行動に責任を持って、規則正しい生活を送り、楽しい中学校生活にすることを誓います。
新入生代表 １年１組

さくら

副校長

森脇信行

桜の花を見ると、大学の入学式の日に見た
桜を思い出します。正門から道の両側に植え
られた満開の桜がまるでトンネルのようでし
た。その景色に圧倒されて、見とれていたの
を思い出します。新しい出発の自分がまるで
祝福されているかのようでした。
あれから三十数年、教師になった私の前に
今年も桜の花に迎えられて生徒たちがやって
きました。西谷中学校の校門の桜の花は今年
も入学をお祝いしてくれているのでしょうか。

内田 柊音

離任式が行われました。
長い間、西谷中学校のためにご尽力をいただきました。新天地でのご活躍をお祈りいたしま
す。また、多くの卒業生、保護者の皆様に来ていただきました。ありがとうございました。

離任職員名
佐野 眞吾校長 田奈中学校へ
松村 祐次主幹教諭 矢向中学校へ
大吉 昭二教諭 退職
遠藤 恵一教諭 領家中学校へ
釘田さや香主任事務主事 常盤台小学校へ
牛島 晋司教諭 茅ヶ崎中学校へ
新田健太郎教諭 本宿中学校へ
本間 淳子教諭 下関市立東部中学校へ
前田総一郎教諭 教育委員会事務局へ
田辺 尊信講師 平楽中学校へ
福田

茂教諭 今宿中学校へ

井上

遼教諭 民間教育機関

佐々木成子技能吏員 退職

新入生オリエンテーションが行われました。
西谷中の生徒会活動や学校生活、学校行事などを紹介する新入生オリエンテーションが行われ
ました。オリエンテーションでは、生徒会本部がコンピューターのプレゼンテーションソフトを使っ
て、スライドショーと、いくつかの劇をおりまぜながら説明をしました。写真や劇が効果的で分かり
やすく、一年生も立派な態度で聞いていました。
これから始まるたくさんの学校行事や、委員会活動に不安を抱えている生徒がいたようですが、
オリエンテーションを通して楽しみな気持ちに変わったようです。

主な予定
５月１日

開校記念日

５月６日

３年進路・修学旅行説明会１６：００～

５月９日

地区別集会

５月１０日

PTA 第２回

５月１１日

午前授業（昼食なし）

５月２０日

体育祭（予備日５月２３日）

５月２６日～２７日

運営委員会

前期中間テスト

５月２７日

PTA 総会

６月３日

午前授業（昼食なし）

６月１２日～１４日

修学旅行

