
平成３１年度が始まりました ー新任式・始業式・入学式ー
４月９日（火）、前庭の桜も花から若葉へと新たな始まりを見せ始めた春のよき日に、１１６名の

新入生を迎え入学式が行われました。前日には、２、３年生だけで本校に着任した教職員の新任式、

始業式も行われ、平成３１年度の学校生活がスタートしました。

入学式の校長式辞では、「夢を追いかけよう。」「目標に向かって努力し、一つ一つ積み上げていこ

う。」と呼びかけました。夢や目標を持ったらまず動いてみること、そして考えること、工夫するこ

との大切さを伝えました。夢や目標に近づくためには、なぜそうしたいのか、そうなりたいのか、目

的をはっきりさせることの大切さも伝えました。進明中学校の校訓「明るく、正しく、たくましく」

のとおり、みんなで学んだり活動したりするこ

とが「わくわくする」、生徒のみんなが「はつら

つしている」、そんな学校づくりに努めてまいり

ますので、地域、保護者の方々の御支援・御協

力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

平成３１年度教職員（☆は本年度着任の教職員）

わが進明

生徒数 １年 ２年 ３年 ６７組 計

男 ５２（3） ６９ ６３（3） ６ １９０

女 ５９（2） ５８ ５５（3） ５ １７７

計 １１１（5） １２７ １１８（6） １１ ３６７

学級数 ４ ４ ４ ２ １４

教科書授与

真剣な眼差しで聞いています

下記の教職員が、この春の異動で転退任しました。こ

れまでの御支援、御厚情に対し心より感謝申し上げます。

【退任者】

堂下和代教諭 石畑理栄教諭 明石伸子講師

【転任者】

植木久彦教諭（明道中へ） 山本雅代教諭（成和中へ）

大西明人教諭（春江中へ） 堀井恵子教諭（光陽中へ）

渡邉真由美教諭（織田小へ） 谷口総司教諭（社中へ）

松村美里教諭（武生三中へ）

大谷茜講師（金井学園へ） 福岡涼平講師（藤島中へ）

吉岡ひとみ図書館支援員（藤島中へ）

職・担当 氏　　名 教科 職・担当 氏　　名 教科 職・担当 氏　　名 教科

校　長 柴田　顕光 教頭 大橋　　巌 教務主任 見﨑　洋之 数学

養護教諭 土田　沙織 事務職員 嶋　　雅代 施設技師 田邊　純一

１年主任 滝波　秀幸 保体 ２年主任 上田　祥子 社会 ３年主任 渡辺　桂子 英語

１－１（副主任） 村上　直人 国語 ２－１（副主任） ☆西村　憲文 理科 ３－１ 漆崎　智子 英語

１－２ ☆阪東　菜央 理科 ２－２ ☆川﨑　裕晃 国語 ３－２ 浅川　健一 理科

１－３ 伊藤　隼人 保体 ２－３ ☆近藤　愛美 家庭 ３－３ 仲下　　諒 社会

１－４ 山口　真暁 社会 ２－４ 河合　孝輔 国語 ３－４(副主任) 松浦　宏孝 数学

６・７組 ☆岸本　恒宗 特支 ２年副担 笠松　政世 英語 ６・７組 小嵐悠理香 特支

１年副担 ☆中内　優子 美術 ２年副担 ☆巻下　京子 音楽 ３年副担 片桐　早苗 国語

１年副担 ☆前川　公利 技家 ３年副担 ☆本田　佑輔 理科

３年副担 ☆大窪　貴裕 社会

いきいきサポーター 木村　奈央 図書館支援員 ☆重房　淳子 スクールカウンセラー 梅田多記恵

ＡＬＴ Taylor Michel Maxey 配膳員 木村　真弓 配膳員 竹下　節子



地区中体連春季強化大会のご案内

４月２０日（土）より、福井地区中体連春季強化大会が始

まります。冬場の練習の成果を試す絶好の機会です。また、

夏季大会を占う大切な大会でもあります。是非会場に足をお

運びいただき、一冬超えて、一段と成長した生徒たちの活躍

に、御声援をいただければと思います。

平成３１年度部活動顧問指導担当者

今後の主な予定

１６日（火）：部活動オリエンテーション（１年） １７日（水）：確認テスト（２年）、新入生テスト（１年）

１８日（木）：全国学力・学習状況調査（３年）、校医検診 ２０日（土）：福井地区春季強化大会（～２７日）

２３日（火）：リーダー研修会、校医検診 ２４日（水）：代常学、検尿 ２５日（木）：授業参観、ＰＴＡ総会、

学年懇談会 ２６日（金）：開校記念式

部　活　名 顧問 副顧問 部　活　名 顧問 副顧問 部　活　名 顧問 副顧問

男子バスケ 村上 本田 女子テニス 前川 漆崎 美　術 中内 阪東

女子バスケ 川﨑 本田 軟式野球 山口 笠松 技　術 岸本 河合・見﨑

男子バド 伊藤 片桐 男子卓球 松浦 河合・大窪 科　学 阪東 渡辺

女子バド 仲下 片桐 女子ソフト 浅川 河合 茶華道 上田 漆崎

男子バレー 西村 小嵐 陸　上 滝波 渡辺 水　泳 片桐

女子バレー 近藤 小嵐 吹奏楽 巻下 漆崎 相　撲 見﨑

新 入 生 代 表 挨 拶

１-１担任

１-２担任
１-３担任 １-４担任

６・７組担任

吹奏楽部による歓迎演奏

何組になったのかな？

種　目 期　日 会　場 種　目 期　日 会　場

男子バスケ 4/20.21 藤島中、松岡中 男子バレー 4/20.21 至民中

女子バスケ 4/20.21 藤島中、松岡中 女子バレー 4/20.21 永平寺ふれあいセンター

男子バド 4/20.21 光陽中 軟式野球 4/20.21.27 きららパーク、他

女子バド 4/20.21 明道中 男子卓球 4/20.21 清水中

女子テニス 4/20.21 わかばテニスコート 女子ソフト 4/20.21 youmeパーク


