
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       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 ２１８ 名が入学。平成２７年度のスタートです。 

 ４月７日（火）行われた離着任式、始業式に続き、４月９日（木）には、平成２７

年度の入学式が行われ、２１８名の新１年生が霧丘中学校の仲間に加わりました。 

６６０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 － 

さて、まずは保護者の皆様、本日は、お子様のご入学まことにおめでとうございます。

これまで十二年間の子育て、そのご苦労はたいへんなものだったと思います。それだけ

に、お子様方の晴れ姿には感慨もひとしおではないでしょうか。私たち教職員も、初々

しいその姿を目の当たりにして、身の引き締まる思いがします。ご承知のとおり、中学

校での生活は、わずか三年間です。その先には、義務教育の期間とは比べものにならな

いくらい厳しい世界が待っています。霧丘中学校では、生徒達に「自分の未来を切り開

く力・生きていく力」を身につけさせるため、「子どもの気持ち」「親の思い」に寄り添

いながら、温かく、時に厳しく指導し、三年後、この場所から巣立つ時、子ども達が後

悔することなく、新たな自分の道を歩んでいけるよう、職員一同、一丸となって導いて

まいります。保護者の皆様もどうか、この学校を信頼し、私も含めて職員に心を許して

ください。何かあった時は膝を交えてお話をしましょう。基本的な生活習慣をもう一度

見直し、学校でも、家庭でも、「当たり前のこと」を大切にしながら、落ち着きのある、

楽しい生活が定着できるようご協力をお願いいたします。 

 

＜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 皿本 尚嗣 先生（音楽） ＊生徒支援加配  古閑 久隆 先生（社会） 

＊保健主事   三村 文吾 先生（保体） ＊新採指導    徴 不二夫 先生（社会）  

＊学校支援   岩見 有貴 先生（保体）  ＊養護教諭      松浦 美奈子先生 

＊県費事務   今泉那奈子 先生      ＊県費事務     田中  恵  先生  

＊校務員    佐竹 一樹 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 

＊長期研修 進藤 久美 先生    ＊ＳＣ 長崎 聡美 先生  日野三恵子 先生   
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＜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  塩川 昌嗣 先生（数学）     ２学年主任  岩波 宏明 先生（社会） 

１組担任  山内 郁乃 先生（保体）      １組担任  森口 純平 先生（保体） 

２組担任  郷原 寿徳 先生（技家）      ２組担任  斎藤 裕香 先生（音楽） 

３組担任  山岡 圭子 先生（英語）      ３組担任  緒方 清二 先生（英語） 

４組担任  織田 遼平 先生（社会）      ４組担任  井上 里奈 先生（英語）  

５組担任  山下 好恵 先生（国語）      ５組担任  三浦 友美 先生（技家） 

６組担任  川尻 裕香 先生（保体）      ６組担任  土橋健太郎 先生（理科） 

７組担任  﨑田 一樹 先生（国語）       副担任  吉中 鉄夫 先生（数学） 

副担任  能美美知子 先生（理科）       副担任  加藤 美和 先生（美術） 

副担任  松浦 博  先生（英語）       副担任  田中 日華 先生（国語） 

副担任  山口 正子 先生（数学） 

＜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  木村 吏香 先生（数学）      ８組担任  井生はるみ 先生（保体） 

１組担任  三村 文吾 先生（保体）      ９組担任  八木 真恵 先生（社会） 

２組担任  牧野 孝大 先生（英語）     １０組担任  吉本 香  先生（美術） 

３組担任  藤江 智規 先生（社会） 

４組担任  石丸 綾子 先生（国語） 

５組担任  森田 一生 先生（理科） 

 ６組担任  林田 隆志 先生（社会） 

副担任  皿本 尚嗣 先生（音楽） 

副担任  木村 弘司 先生（理科） 

副担任  大隅 葵  先生（保体） 

 

☆お世話になりました。（４月１日付けで異動・退職された先生方） 

○田中 哲二 先生 （退職）      ○大川 稔子 先生 （退職） 

○岩永 優子 先生 （南小倉中）    ○小出 奈美 先生 （志徳中） 

○梅﨑 卓哉 先生 （菅生中）     ○森山 享子 先生 （沼中） 

○長田 紘明 先生 （守恒中）     ○中嶋美代子 先生 （志徳中） 

○西川 智子 先生 （企救特別支援）  ○徳久 正治 先生 

○安川 弘造 先生           ○弘中 雪絵 先生 

○鎌田 寛嗣 先生           ○吉本 保  先生  

＜入学式 誓いのことば＞新入生代表 花岡 悠介（1年１組 ） 

ぼくたち新入生２１８名は、今日、霧丘中学校に入学することができました。

このように入学式を迎えることができたのも、小学校の先生方や、地域の方々、

そして家族のおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに、先生方や先輩方

から、たくさんのことを教えてもらいながら、新しい仲間と共に、勉強や部活動

に精一杯励むことを、ここに誓います。 

 


