
 

 

 

 

平成３０年度のスタート 

～北九州一感動できる学校にしよう～ 

 槻田中学校は、１年生１０８名、２年生９３名、３年生９１名、全校生徒２９２

名で平成３０年度をスタートします。学校教育目標達成のために、生徒と一緒に汗

を流して教職員一同がんばります。保護者、地域の皆さんのご支援とご協力をお願

いします。 

職 員 紹 介 

 平成３０年度、槻田中学 

校のスタッフを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

槻田中学校だより 
４  月  号 

平成３０年４月１１日 
 

文責 永 田 和 之 

 

◎ 学校全体に関わる職員 

校長     永田 和之 

教頭     佐藤  実 

教務主任   善家 浩一 

生徒指導主事 細島 義騎 

進路指導主事 池辺 祥太 

保健主事   河本 典子 

養護教諭   河本 典子 

小中連携サポーター 園田 照紘 

不登校対応支援講師 溝尾 幸一 

ＡＬＴ エリオット・マーク・スミス 

スクールカウンセラー 田中 理那 

           山根 律子 

校務員    荒水  徹 

事務職員   増田 奈津子 

事務補助   吉武 美穂 

 給食配膳   石橋 艶子 

 図書司書   松尾 恭子 

 学力向上推進 林田 利恵 

 

◎ 第１学年所属 

学年主任 髙屋 和子（英語） 

１組担任 細島 義騎（保体） 

２組担任 永塚 美穂（技家） 

３組担任 村上  操（国語） 

４組担任 木村慎太郎（社会） 

所属   溝尾 幸一（英語） 

◎ 第２学年所属 

 学年主任 坂本  剛（理科） 

 １組担任 松島 正雄（音楽） 

 ２組担任 村上 智美（英語） 

 ３組担任 乗田 裕美（社会）  

 所属   安部 智洋（数学） 

 所属   園田 照紘（数学） 

 

◎ 第３学年所属 

 学年主任 江藤 亜紀（数学） 

 １組担任 萬徳 隆司（保体） 

 ２組担任 鋪田 直子（美術） 

 ３組担任 池辺 祥太（理科） 

 所属   善家 浩一（国語） 

 所属   河本 典子（養教） 

  

◎ 離任された先生方 
 峯  隆幸校長先生→ 八児中 
 大庭由美子先生  → 横代中 
 平野恵美子先生  → 尾倉中 
 濵村 糧子先生  → 二島中 
 栗原   寿先生  → 高生中 
 藤井  哲先生  → 足原小 
川北 憲一先生   → 曽根中 

  
◎ 着任した先生方 
 永田 和之校長  ← 早鞆中 
 髙屋 和子先生  ← 板櫃中 
 鋪田 直子先生  ← 千代中 
 安部 智洋先生  ← 飛幡中 
 永塚 美穂先生  ← 浅川中 
 木村慎太郎先生  ← 永犬丸中 
 村上  操先生  ← 高須中 
 荒水  徹先生  ← 大蔵小 
 溝尾 幸一先生  ← 折尾中 
 園田 照紘先生  ← 湯川小 
 松尾 恭子先生  ← 黒崎中 



入学おめでとう 新入生１０８名 

 ４月１０日（火）、槻田中学校第７２回入学式が、地域の皆様方や槻田・高槻・

祝町の各小学校の校長先生等、多数のご来賓の方々のご臨席をいただき、挙行され

ました。新しい制服に身を包み、喜びと期待を胸いっぱいに、新たなる一歩を踏み

出した新入生１０８名の成長を学校・保護者・地域・上級生

全員で温かく見守っていきましょう。   

３つの心構えを忘れずに！ 

１ 毎時間の学習に集中しよう。 

２ 自分の個性を伸ばす努力をしよう。 

３ チャレンジ精神をもって行動、失敗しても乗り越えていこう。 

            “初心忘れるべからず”ですよ。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行  事  等 

４／１１ 水 発育測定３年・対面式 

１２ 木 発育測定２年・給食開始 

１３ 水 発育測定１年 

１７ 火 全国学力・学習状況調査３年 

１８ 水 専門委員会・部活動休養日 

２０ 金 部活動発足式 

２１ 土 土曜授業 

○８：５５～ ３年進路・修学旅行説明 

会 １・２年 授業参観・学級懇談会 

○１０：３０～ ＰＴＡ総会 

○１１：３０～ 部活動保護者説明会 

※詳細は別紙

配布プリント

を参照してく

ださい。 

２３ 月 子ども読書の日の取組（１～２校時） 

４／２３～２７  家庭訪問期間 

 担任が、ご家庭を訪問します。短い時間になると思います

が、気になることがありましたら、お知らせください。 

２４ 火 歯科検診３年 

２５ 水 歯科検診２年 

２７ 金 歯科検診１年 

５/１・２ 火・水 家庭訪問予備日 

  ９ 水 内科検診３年 

 １０ 木 修学旅行前日指導３年 

＜平成３０年度宿泊行事日程＞ 

５月１１～１３日；３年修学旅行（関西方面） 

６月１１～１３日；１年ふれあい合宿 

１１月６～８日；２年農村宿泊体験学習（玖珠） 

４～５月の主な行事 

平成３０年度の学校運営（概要）

「○常に自分の考え、自分の意志と責任で行

動できる、自律と自立の精神をあわせ持った

心を育てる○自分を大切にし、他者やすべて

の生命を尊重するとともに自然との豊かな

関わりの創造に努める情を育む○健やかな

心と身体を持ち、心理や正義に基づいて、困

難に耐え、未来を拓く知力や能力を身に付け

る」が本校の学校教育目標です。その達成の

ために、全教職員の積極的な参画の中で組織

として取り組んでいきます。取組のキーワー

ドを「基礎基本」と「感動」とし、教育活動

を創意工夫していきます。 

また、開かれた学校を目指し、学校関係者

評価委員による委員会を開催し、適正に学校

運営について評価していただきます。またそ

の結果については学校ＨＰ等を活用し公表

します。 

最後に、学校運営を順調に進めていくため

には、家庭・地域・学校の連携、協力が不可

欠と考えています。皆様には、この１年の学

校の取組にご理解とご協力をお願いいたし

ます。     北九州市立槻田中学校 

校長 永田 和之 

宣誓！頑張ります。 


