
高屋 通 哉先生
たかや みちや 寡聞…看

2年主任

技術家庭

男子ソフトテニス

河島美由紀先生
かねしま みゆき 圃

3年主任

女子バレーボール

①外国の人たちと思いや考えな
どを伝え合うことができるとこ
ろ。

(り和菓子屋へ行き、部活動で使
う季節の和菓子を見ることが
楽しみでした。

北原 章大先生
きたはら しょうだい 寡望読書

1年1組担任

剣道

①作品に秘められた作者の意図
を様々な視点から解釈し、その
どれもがつながることで今ま
で考えたこともなかったような
作品の魅力に気付けること。

(①飛天御剣流の完コピ

1年2組担任

サッカー

(D社会科は一生学習する教科。
社会に出た時、 1番実用性が
ある教科。

②部活動。小学校4年生から野
球をやっていて本当に甲子園
を目指していた。

(D技術・家庭科は生活を豊かに
すること。仲間と協力して作
業を進めることです。

(Dギターもそうですが、アマチュ
ア無線の免許を取ったことで
す。難しかった!

2年1組担任

卓球

(D人の生活を豊かにしてくれる
技術が生まれたり、新たな発
見があること。

(①卓球部で、とにかくネットすれす

れのパウンドが低くなるサーブの

打ち方の研究をしていたこと。

浅 野佑介先生
あさの ゆうずけ 回

2年2組担任

剣道

翳

①答えはひとつだけれどその
答えにたどりつく考え方はた
くさんあること。

(①ひたすらバレーボールを追い
かけていたこと。体育館でも、
外コートでも…。

3年1組担任

女子バスケットボール

①人と人とのコミュニケーション

を高めるすぼらしい教科です!

(①部活!!とにかくバスケットを愛

していました!

平 岡 慶将先生
ひらおか けいすけ 圏

3年2組担任

野球

(D言葉を通して、自分の世界を

広げられる所。

②魚釣り。中学生の頃に限らず、

ずっと大好きです。犬の散歩。

「クツピー」にまた会いたい。

藤吉秀俊先生
ふじよし ひでとし 細匪■

カ先生
つとむ 喜田運

主幹教諭

男子バスケットボール

教務主任

卓球

(D昔の人や世界・日本各地の
人々の知恵を知ることができ
ること。

②中2までは部活(剣道)で速さ
を身に着けること。中1から始
めたギター。

たれ
方

さ
生

任
先

離

ありがとうございました。

篠 田 佳 香先生
しのだ よしか 回

あゆみ担任

美術

①様々な文化、風土、人々の暮
らしに親しむことのできる素敵

な道具。

(∋ 「赤毛のアン」シリーズを夢中

になって読んでいました。

ひびき担任

女子バスケットボール

(Dいろいろな世界を知ることが

できるところです。

②ゲームをすることと宝塚の観
劇です。

山内 茂樹先生 岐阜市教育委貴会 岩崎 里咲先生 奈良県王寺町立王寺南中学校

川本 健次先生

清水 洋子先生

長谷川硲筒先生

藤吉 秀康先生

今井 芳紀先生

岩村久美子先生

岐阜市立鷺山小学校(教頭)

退職

岐阜市立梅林中学校

岐阜市立本荘中学校

岐阜市立岩野田中学校

岐阜市立長森南中学校

栗 田 覚先生
くりだ さとる 寡聞≡菓

①学校施設環境への維持管理を
通じ学校イメージ向上に貢献
できることに誇りを感じます。

(②物が無い時代であり、物作り
しながら遊んでいた様に記憶
してます。

北 川 葉 子先生
きたがね ようこ 寡関…喜

ほほえみ相談員

①悩みをもつ子が克服し明るい
表情や笑顔になるのを見るこ
とが出来るところ。

(①特に熱中していたことはなく、
今思えばつまらない中学生時
代でした。

①いろんな本を読んで自分磨き

を。積み重ねた自分の知層は

消えない宝物です。

(㊤部活動をがんばったこと。毎

日が充実していました。

篠 田 夕 紀先生
しのだ ゆき 漢藍聖書

ハートフルサポーター

(D学校生活が充実して送れるよ

うに臆緒に考えながらサポー
トできること。

②合唱曲の伴奏の練習。吹奏楽

部の練習。

小木曽誠治先生
おきそ せいじ 書証読書

1年3組担任

サッカー

①英語学習はコミュニケーショ

ン能力を高められるところ。

(①洋楽(英語の歌)の歌詞を自

分で日本語に訳すこと。

寺澤治平先生一喧篤学

①数学の魅力は様々な知識を駆
使して問題を解決したときの

達成感。

(①野球部に所属し部活に熱中し

ていた。

(D自分の思いや考えを作品とし
て形に残すことができるのが
魅力だと思います。

②4コママンガを描くことに夢中
で、合計で1 00話以上連載し
ました。

鷲 崎 佳 子先生
すぎき よしこ 患匪種

拠点校初任者指導教員

英語

(D英語によって世界が広がるこ

と。

(①スヌーピーが出てくるコミック

本。

日 高 見 鈴先生
ひだか みすず 細証書

2年3組担任

陸上競技

①今まで不思議に思っていたこ

とが解決できるようになるとこ

ろ。

(①陸上競技部に所属し、部活ば

かりやっていました。

2年担当・いじめ艦

保健体育

女子lルーポール

①技などができるようになった
時に、教え合い励まし合った
仲間と喜びあえること。

(①野球部の練習や、文化祭で学
級の仲間と作って練習した
劇。

田 口 直 幸先生
だぐち なおゆき 亘垂垂

スクールカウンセラー

①人に話すことで、考えている
ことを整理して気持ちをすっ
きりしたり前向きになることも
あります。

②部活動(バレー部)ではは毎
日練習していました。

理想媒襟鼎監,
A」丁

英語

(D英語が出来ればどこでも行け

るし、いっぱいの友たちも作れ

るし!

②レオナルドテイカナノオ(イケ

メンだったとき)

内 山 礼 子先生
うらやま れいこ 細匪細

3年3組担任

女子ソフトテニス

(D心を豊かにする。人生を楽しく

する。思い出を蘇らせる。

②ソフトテニス(部活)、音楽

(ロックバンド)お笑い(ナイン

ティナイン)

岩 田 美里先生
いねだ∴ みさと 寡隠誓書

3年担当・進路指導主事

男子バスケットボール

(D疑問に思ったことを、自分で

考えた方法で確かめられる。

(②部活動。腹筋・背筋・体幹を鍛

える体育会系合唱部。

長屋 菜摘先生
なかや なつみ 書証■

専科

保健体育

(D授業でしか経験できない競技

をすることができる。心も身体

も健康的は

(りバスケット大好き人間でした。

Stephen USHER先生
スティーブン アシヤー 細証書

A」丁


