
  

 
 
 
 新１年生のみなさん、入学おめでとうございます。 
２・３年生のみなさん、進級おめでとうございます。４月８日の入学式で新１
年生 62 名を迎え、全校生徒そろっての学校生活となります。 
 これから 1 年間、授業をはじめ、学校行事や部活動など多くの取組が進めら
れていきますが、その時々において、みなさんの輝く姿をたくさん見ることが
できるのを楽しみにしています。 
 さて、始業式・入学式でみなさんにお伝えしたことを覚えていますか。 
まず、自分の夢をもつこと。そして、その夢に向かって具体的な目標を立て、
日々努力を積み重ねて欲しいという趣旨でした。 
 例えば、夢が警察官になることであれば、そこから順に考えると、公務員試
験に合格する学力が必要です。試験内容は、今、学習している教科の基礎的・
発展的な学習に加え、時事問題など含んだ幅広い一般教養も出題されます。面
接試験では、警察官にふさわしい資質・人間性を求められます。 
 次に、公務員試験を受験するための力をつける高校や大学に進学する学力が
必要です。 
 そのために今できることは、国、数、社、理、英、音、体、技/家、美の 9 教
科だけでなく、総合的な学習、学活、道徳も含めて学力・体力を高めることで
す。また、部活動、学校行事、地域のサークルなどで、多くの人とふれあい、
幅広い人間性を高めていく機会を積極的につくっていくことも大切です。 
 将来の夢の実現のため、この 1 年間、そのための礎（いしずえ）を築いてほ
しいと思います。 
 
 
 

4 月 1 日付けで以下の先生方が新たに赴任されました。よろしくお願いします。  
・教頭 重野 年宏先生 赤中より 
・主幹教諭 藤木 俊介先生 勾金中より 
・山下 賢二郎先生 那珂川北中より 
・土肥 良仁先生 糸田中より 
・スクールカウンセラー 南條 八重先生 
・課題対応 国語科 高千穂 幸香先生 
・初任者拠点校指導教員 平山 喜善先生 
・学校用務員 熊谷 雄二先生 

 
 
 
 
 学年の所属の先生方を紹介します。本年度１年間、直接、朝の会、授業、給
食指導、掃除、帰りの会で関わる先生方です。 

 
 
                                          紙面の都合上、裏面に続く 

所属 担任  副担任  

１年１組 植田 泰司 社 平島 ともみ 英 

１年２組 筧 由貴奈 家 
新貝 拓二 数 

藤澤 一美 養 

１年３組 山下 賢二郎 体 鎌田 季紗 理 

１学年主任 植田 泰司 

２年１組 岡崎 龍 数 
上野 愛実 英 

福田 全宏 美 

２年２組 有本 貴皓 体 太田 直子 理 

２年３組 上田 佳苗 国 川口 宏幸 数 

２学年主任 太田 直子 

３年１組 長野 友希 音 
土肥 良仁 社 

平岩 志保 国 

３年２組 山根 美咲 英 藤木 俊介 技 

３年３組 中原 佐知子 数 岡野 芳浩 国 

３学年主任 中原 佐知子 

特別支援学級 福田 全宏 美  

特別支援学級 平岩 志保 国 

添中便り 
添田町立添田中学校 
学校便り 
文責 石坂 政次 
No,１ 
令和３年４月１２日 

【校訓】   一、 学習は生徒の本分 
       一、 一人ひとりが立派に 
       一、 我等の学校 
【教育目標】 
 「自ら目標を見出し、挑戦し続け、未来を切り拓く生徒の育成」 

新年度がスタートしました 

新たに赴任された先生方を紹介します 

担任・副担任を紹介します 



  

 
 
 
 
 授業で直接関わる先生もおられますが、専科としてみなさんを支えていく先
生方を紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 月 31 日をもって、異動・退職された先生方を紹介します。 
・教頭 林 利治先生 福智町立赤池中学校へ 
・主幹教諭 髙木 俊英先生 定年退職 
再任用教諭として香春思永館義務教育学校（後期課程）へ 

・岩野 桃香先生 飯塚市立二瀬中学校へ 
・宮永 公治先生 退職  
・川村 健太先生 退職 
・学校用務員 髙瀨 信二先生 退職 
・スクールカウンセラー 窪田 直樹先生 田川市内中学校へ 

  
 

先生方には大変お世話になりました。 
 
 
 

 
 
 
 
 新 1 年生は、少し緊張した表情で式を迎えていましたが、真剣に話を聞く姿
は立派でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長     石坂 政次 

教頭 重野 年宏 

主幹教諭（教務担当） 藤木 俊介 

養護教諭 藤澤 一美 

栄養教諭 村上 弘子 

主任主事 平田 愛美 

スクールカウンセラー 南條 八重 

スクールソーシャルワーカー 笠木 順一 

課題対応（国） 高千穂 幸香 

学力アップ（英） 信國 ゆかり 

初任者拠点校指導教員 平山 喜善 

学校用務員 熊谷 雄二 

事務補佐 高橋 希菜 4/12（月） 発育測定（1年） 

13（火） 実力テスト 

15（木） 生徒会対面式 

19（月） 家庭訪問① 

20（火） 家庭訪問②  

21（水） 家庭訪問③ 

         内科検診  

22（木） 心電図(1年) 

23（金） 家庭訪問④ 

24（土） 授業参観(5 校時) 

          PTA総会 

         部活動保護者会 

   29（木） 昭和の日 

30（金） 24日分振替休日 

 

5/１２(水) オリンピック聖火リレー応援 

22（土） 体育会準備（簡易給食） 

  23（日） 体育会（簡易給食） 

 24（月） 22日分の振替休日 

 25（火） 体育会順延日 

  27（木） 全国テスト 3年（国・数） 

 28（金） 到達度テスト① 

  31（月） 23日分の振替休日 

他の先生方を紹介します 

転出された先生を紹介します 

入学式の一場面 

図 1 入学式に臨む新 1年生 図 2 「誓いのことば」杉本胡桃さん 


