
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ＨＰアドレス http://www.kita9.ed.jp/kirigaoka-j/ 

＜校訓＞ 

「自主」自ら学び正しい行動ができる生徒 

                      「明朗」明るくあいさつできる元気な生徒 

                      「努力」くじけず目標に向かって頑張る生徒 

 

 

 

 

１年生 ２１１ 名が入学。平成２６年度のスタートです。 

 ４月７日（月）行われた離着任式、始業式に続き、４月９日（水）には、平成２６

年度の入学式が行われ、２１１名の新１年生が霧丘中学校の仲間に加わりました。 

６３６名の生徒たちのため、これから１年間、職員一同力を合わせてがんばります

ので、保護者・地域の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

― 以下 入学式での学校長式辞より － 

（前略）第一は「自分を大切にしよう」ということです。皆さんはこの世に生まれ、今

日まで大切に守られてきたその命を輝かせてここに座っています。世界中でたった一人

のあなたなのです。命を大切にし、自分の能力や可能性を大切にして毎日を過ごしまし

ょう。第二には、「人を大切にしよう」ということです。これからの生活、新しい仲間

や先輩、先生方との出会いが待っています。いろいろな人がいます。でも、人にはその

人しか持っていない優れたところや輝いているところが必ずあります。出会う人の「い

いところ探し」ができる「広い心・豊かな心」を持ってください。また、「おはようご

ざいます」や「こんにちは」などのあいさつは、毎日の人との出会いを大切にするもの

です。前の日にはいろいろあっても、新しい気持ちで次の日を迎えるために、大きな声

でしっかりあいさつしましょう。三つ目は「時間を大切にしよう」ということです。世

の中には全ての人に平等に与えられているものがあります。それが「時間」です。三年

間という限られた時間の中、その一瞬一瞬をどう使うかで、その人の人生は大きく変わ

ってきます。過ぎ去っていった時間はどんなに後悔しても戻ってはきません。1日のス

タート、1時間の授業のスタートでつまずかないよう、時間を守って早めに行動しまし

ょう。それでは、新入生諸君、心構えはできましたか。それでは、あらためて・・・。

ようこそ霧丘中学校へ！君達を心から歓迎します。これから一緒にがんばりましょう。 

＜全体に関わる先生紹介＞  

＊校 長    篠崎 政義 先生（国語） ＊教 頭       石村 秀明 先生（保体） 

＊教務主任   吉中 鉄夫 先生（数学） ＊専任生徒指導  田中 利明 先生（保体） 

＊進路指導主事 山口 正子 先生（数学） ＊生徒支援加配  古閑 久隆 先生（社会） 

＊保健主事   小出 奈美 先生（保体） ＊新採指導    徴 不二夫 先生（社会）  

＊学校支援   徳久 正治 先生（英語）  ＊養護教諭      松浦 美奈子先生 

＊県費事務   西川 智子 先生      ＊県費事務     田中  恵  先生  

＊校務員    塩田 和久 先生     ＊市費等事務   松田 麻美 先生     

  ＊ALT     ユハ・ヴァイッティネン先生       ＊給食配膳員  大坪 美智子先生 

＊スクールカウンセラー  長崎 聡美 先生  ＊売 店     末吉 紀美代先生 
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＜入学式 誓いのことば＞新入生代表 濱島 春太（1年６組 ） 

  今日、僕たちは小学校６年間の課程を終えて、この霧丘中学校に入学することが出来

ました。このように入学できたのも、丁寧に指導してくださった小学校の先生方、登下

校の安全を守ってくださった地域の皆さん、そしてこれまで育ててくれた家族のおかげ

です。今、僕たちは、「新しい友だちをつくろう。」「部活をがんばろう。」「勉強もがんば

ろう。」と、新たな決意をもってこの場に立っています。これから中学校の先生方や先輩

方にご指導いただきながら、これからの３年間、せいいっぱいがんばることを誓います。 

＜１年生所属の先生紹介＞        ＜２年生所属の先生紹介＞  

１学年主任  岩波 宏明 先生（社会）     ２学年主任  木村 吏香 先生（数学） 

１組担任  森口 純平 先生（保体）      １組担任  三村 文吾 先生（保体） 

２組担任  鎌田 寛嗣 先生（社会）      ２組担任  弘中 雪絵 先生（社会） 

３組担任  山本 日華 先生（国語）      ３組担任  松浦  博 先生（英語） 

４組担任  安川 弘造 先生（美術）      ４組担任  石丸 綾子 先生（国語） 

５組担任  勝野 友美 先生（技家）      ５組担任  長田 紘明 先生（保体） 

６組担任  土橋健太郎 先生（理科）      ６組担任  林田 隆志 先生（社会） 

副担任  能美美知子 先生（理科）       副担任  木村 弘司 先生（理科） 

副担任  井上 里奈 先生（英語）       副担任  進藤 久美 先生（英語） 

副担任  中嶋美代子 先生（国語） 

＜３年生所属の先生紹介＞        ＜特別支援学級の先生紹介＞ 

３学年主任  塩川 昌嗣 先生（数学）      ７組担任  井生はるみ 先生（保体） 

１組担任  小出 奈美 先生（保体）      ８組担任  八木 真恵 先生（社会） 

２組担任  岩永 優子 先生（美術）       副担任  森山 享子 先生（保体） 

３組担任  藤江 智規 先生（社会） 

４組担任  山下 好恵 先生（国語） 

５組担任  牧野 孝大 先生（英語） 

６組担任  梅﨑 卓哉 先生（理科） 

副担任  田中 哲二 先生（技家） 

副担任  大川 稔子 先生（音楽） 

副担任  山口 正子 先生（数学）         

 

☆お世話になりました。（４月１日付けで異動された先生方） 

 

 

 

 

 

 

 

○和田 孝義 先生 （退職）    ○岩松 恵美 先生 （高見中） 

○竹田津惠子 先生 （志徳中）   ○濵田 香世 先生 （向洋中） 

○辻井 泰弘 先生 （沖田中）   ○駒井美久仁 先生 （横代中） 

○中野 豊作 先生 （本城中）   ○定村 陽一 先生 （東谷中） 

○藤堂 直美 先生 （湯川中）   ○尾上 幸枝 先生 （曽根中） 

○小森 美佳 先生 （退職）    ○神野  翼 先生 （小倉南幼稚園） 

○上塚 英樹 先生 （中井小） 

 


