
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       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 ２４０ 名が入学。平成２９年度のスタートです。 

 ４月７日（金）に行われた始業式に続き、４月１１日（火）には、平成２９年度の

入学式が行われ、２４０名の新１年生が霧丘中学校の仲間に加わりました。 

６３８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、保護者の皆様、地域の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

＜新入生代表誓いの言葉 １年５組 礒浪 桃花＞ 

 たくさんの方に見守られ、今日私たち２４０名は、これからの中学校生活に胸をとき

めかせながら、霧丘中学校に入学しました。初めての制服、初めての教室。小学校とは

違う雰囲気に、不安や緊張もありますが、何事にも一生懸命とりくみ、成長したいと考

えています。学習面では教科の数も増え、先生も教科ごとに替わり、難しくなるそうで

すが、中学生らしく頑張りたいと思います。また、学校行事や部活動を通して、先輩の

みなさんを見習い、早く立派な「霧丘中学校の生徒」になれるように努力していきます。

仲間と協力し合い、互いに助け合う心を忘れずに頑張りますので、ご指導よろしくお願

いします． 

 

＜全体に関わる先生紹介＞  

＊校 長     篠崎 政義 先生      

＊教 頭       小牧 成人 先生 

＊教務主任    岩波 宏明 先生      

＊専任生徒指導   田中 利明 先生 

＊進路指導主事   皿本 尚嗣 先生      

＊生徒支援加配   森田 一生 先生 

＊保健主事     中村 敦子 先生      

＊新採指導     諌山 一秀 先生  

＊特別支援教育補助   河合 英明 先生      ＊小中連携    村上 司門 先生 

＊養護教諭       中村 敦子 先生       ＊県費事務    今泉那奈子 先生       

＊県費事務        波多江 和  先生         ＊校務員     佐竹 一樹 先生     

＊市費等事務    坂本 久美 先生        ＊ALT           マーク・ゴールデン 先生 

＊ＳＣ           力岡 凡緒子先生         ＊ＳＣ          戎 紗世子 先生   
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＜１年生所属の先生紹介＞        ＜３年生所属の先生紹介＞  

１学年主任  楠  淳子 先生（国語）     ３学年主任  塩川 昌嗣 先生（数学） 

１組担任  土井 俊秀 先生（理科）      １組担任  川尻 裕香 先生（保体） 

２組担任  中村  愛 先生（英語）      ２組担任  郷原 寿徳 先生（技術） 

３組担任  吉村 順子 先生（保体）      ３組担任  野口 圭一 先生（社会） 

４組担任  堀ノ内真奈美 先生（社会）      ４組担任  山内 郁乃 先生（保体）  

５組担任  緒方 清二 先生（英語）      ５組担任  井上 里奈 先生（英語） 

6組担任  石丸 綾子 先生（国語）      ６組担任  﨑田 一樹 先生（国語） 

7組担任  津田 正宏 先生（数学）       副担任  松浦  博 先生（英語） 

副担任  溝口 静雄 先生（数学）       副担任  皿本 尚嗣 先生（音楽） 

副担任  田村 領太 先生（理科）       副担任  荒木さゆり 先生（数学） 

副担任  田中 愛里 先生（家庭）       副担任  宮本 憲子 先生（理科） 

副担任  岩波 宏明 先生（社会）        

＜２年生所属の先生紹介＞        ＜特別支援学級の先生紹介＞ 

２学年主任 赤尾 敬幹 先生（理科）      ８組担任  小川  亮 先生（社会） 

１組担任  三村 文吾 先生（保体）      ９組担任  久門 幸奈 先生（社会） 

２組担任  桃坂 美幸 先生（美術）     １０組担任  加来 茂治 先生（社会） 

３組担任  清水 りえ 先生（英語）     １１組担任  山岡 圭子 先生（英語） 

４組担任  財前 貴成 先生（社会）     １２組担任  前田  悟 先生（保体） 

５組担任  黒川 大史 先生（数学）       副担任  河合 英明 先生（保体） 

副担任  田中 日華 先生（国語） 

副担任  中村 和美 先生（音楽） 

副担任  村上 司門 先生（保体） 

☆お世話になりました。（４月１日付けで異動された先生方） 

○神村恭子教頭先生 （尾倉中）     ○吉中 鉄夫 先生 （松ヶ江中） 

○井生はるみ 先生 （横代中）     ○山下 好恵 先生 （東谷中） 

○木村 浩司 先生 （高須中）     ○山口 正子 先生 （白銀中） 

○古閑 久隆 先生 （香月中）     ○藤川 美保 先生 （広徳中） 

○土橋健太郎 先生 （南小倉中）    ○森口 純平 先生 （曽根中） 

○藤江 智規 先生 （思永中）     ○松浦美奈子 先生 （枝光台中） 

○岩見 有貴 先生 （企救中）     ○横山裕里香 先生 （高須中） 

○高濱 武蔵 先生 （柳西中）     ○有江未都紀 先生 （小倉北区内各校） 

 

学校通信「われら若者」への、写真等個人情報掲載について 

学校通信「われら若者」は、毎月 2号不定期に発行します。記事の中には、生 
徒の皆さんの活動の様子（写真）や表彰された場合の名前等、個人情報を含むも 
のが多数含まれます。さらに、「われら若者」は、学校ホームページ上にも紹介 
されています。そのようなことから、個人情報掲載についてのご理解ご協力をお 
願い申し上げるものです。また、事情によりご協力をお願いできない場合は、あ 
らかじめ各学級担任等へお申し出いただきますようお願いいたします。 

 

 


