
 
                                                              

 

 
 
 
 
 
 保護者の皆様，地域の皆様には大変お世話になっております。 

星が丘中学校で２年目を迎えました，学校長の菊地明男です。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
４月８日（月）の始業式で 2019 年度がスタートしました。また、

今年度は５月から新年号となる記念すべき年であり，「令和」の新し

い時代にふさわしい活気にあふれた星が丘中学校となるよう、教職

員一同尽力してまいります。始業式では，学校教育目標を改めて確

認し，「気力にあふれ」「自ら」「進んで」行動するための指針として，『厳しい選択』と『責任あ

る自由』を実行しようということを話しました。この２つは，昨年度からことあるごとに生徒に

訴えてきた行動指針です。今年度も『厳しい選択』と『責任ある自由』を合言葉に，様々な活動

を展開していこうと考えています。保護者の皆様，地域の皆様におかれましては，これまで同様，

本校の教育活動に深いご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
 
   
 ４月９日（火），多くのご来賓の皆様，

保護者の皆様のご臨席を賜り，第６４回

入学式を挙行いたしました。改めまして，

関係のすべての皆様に心より感謝申し上

げます。本校は今年度２４６名の新入生

が入学し，全校生徒数が７５２名となり

ました。  
新入生を代表して，山﨑 美緒さんが心を込めて「誓いの言葉」を述べてくれました。 
内容は，以下のとおりです。（縦書きの原稿を横書きで掲載いたしました。ご了承ください。） 

【宇都宮市・宇都宮市教育委員会からのお知らせ】 

○５月８日（水）「ノースマホデー」：お子さんと一緒に日頃の使い方を振り返りましょう。 

 

 
宇都宮市立星が丘中学校校長室 

April 18.2019 ○気力あふれるたくまし

い生徒 
○自ら学び考える生徒 

○進んで仕事をする生徒 

○豊かな心と思いやりの

ある生徒 

誓いの言葉 
やわらかな風が吹き，太陽の光が満ちあふれ，生命が生き生きと活動を始める春。 
私たち２４６名は，星が丘中学校の一員となりました。大きな校舎や体育館，先輩方の姿を

見て，いよいよ中学生としての実感がわいてきました。小学校とは異なる環境に，少し不安を

感じていますが，多くの方々の期待にこたえられるよう，学習や部活動に積極的に取り組みま

す。また，相手の立場に立って物事を考えられる心の広さを身に付け，仲間同士理解し合い，

互いに思いやりをもった生活が送れるようにしていきたいです。 
３年間の学校生活の中には，楽しいことばかりでなく，困難なことがあるかもしれません。

自分で乗り越える努力をし，時に仲間と助け合い，協力しながら進んでいきます。 
 最後になりますが，校長先生を始めとする先生方，未熟な私たちですが厳しく，そして温か

く導いてくださいますよう，よろしくお願いします。そして，これまで様々な場面で支えてく

ださった地域の皆様，お父さん，お母さん，これからも頑張っていきますので，どうか見守っ

ていてください。 
本日より，私たち新入生一同は，歴史と伝統あるこの星が丘中学校の一員として，日々努力

を積み重ねていくことを，ここに誓います。 
                   平成３１年４月９日  新入生代表 山﨑 美緒 



 
２０１９年度の本校教職員を紹介します。            ※印 本年度転入教職員 

校 長 菊地 明男 （社会） 事務長 伊藤 久乃 
副校長 小口  誠 （美術） 主 事 大竹 有紀 ※    
主幹教諭 髙橋 裕一 （英語）※ 養護教諭 水井 知美 ※ 
生徒指導主事 春山 貴男 （国語） 

まちかどの学校 小堀 政子   
学習指導主任 鈴木 京子 （社会） 小森谷浩明 
進路指導主事 星野めぐみ （家庭） 

初任者指導教諭 武田 公男（国語）※ 
保健主事 船田 賢二 （保体） 黒川 悦夫（理科）※ 
司書教諭 篠﨑 志織 （国語） かがやきルーム 大橋  広 
小中一貫教育推進主任 船田 賢二 （保体） 地域学校園司書業務嘱託員 川裕見子 
道徳教育推進教師 平野 友美 （国語） 学校業務嘱託員 鈴木 武夫  
ＳＣマネージャー 水井 知美 （養教）※ 

ＡＬＴ 
カイル エングルストーン 

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 須藤 誠一 （英語） ジョシュワ ラザフォード  
栄養教諭 石塚 恵美 スクールカウンセラー 臼田ひで子 
 メンタルサポーター 小平眞理子    
学級等 １学年 ２学年 ３学年 
学年主任 森岡 尚美 （保体） 成瀬 泰行  （技術）   柴内美奈子 （音楽） 
副主任 永田   智 （数学） 宇賀神理通子（社会） 須藤 誠一 （英語） 
１組担任 永田   智 （数学） 田﨑 道子  （音楽） 平野 友美 （国語) 
２組担任 鈴木裕加里 （英語）※ 松元 光昭  （英語） 手塚 千貴 （保体） 
３組担任 渡邊 咲耶 （国語）※ 仁藤 裕子  （数学） 大貫 有香 （数学）※ 
４組担任 荒井 千明 （社会）  川俣 貴明  （社会） 阿部 祐二 （理科） 
５組担任 岩出 智倫 （数学） 岩本 侑香  （理科）※ 黒崎夕起子 （家庭） 
６組担任 鈴木 美穂 （理科）※ 鈴木 達也  （国語） 雫  祐介 （社会） 
７組担任 篠﨑 志織 （国語） 宇賀神理通子（社会） 鈴木   駿 （理科） 
８組担任 大根田裕司 （国語）  篠原 理恵 （保体） 
９組担任   小森 純代 （音楽）※ 

副担任 

堤   朋子 （英語） 船田 賢二 （保体） 舘澤 千春 （数学）※ 
野沢 真大 （英語）※ 小菅  康 （理科） 山本 健生 （美術）※ 
石塚 英徳 （数学）※ 坂入  美妃 （数学） 秋成 裕子 （英語）※ 
大橋  広  （社会）   

 
【転退職された教職員】❀❀今まで本当にお世話になりました。ありがとうございました。❀❀ 

星 弘敏(退職・泉が丘中再任用)，   菊地純子(退職・晃陽中講師)，   福田宏美(退職）， 
星野 貴(一条中・副校長)， 君島崇夫(晃陽中)， 君島寿和(泉が丘中)， 松江紀香(陽光小)， 
増渕宏子(退職)，辰巳 伸(陽南中)，堀 優子(退職)，小林亜岐(宝木中)，田渕恵一(田原中)， 
グロウ梨菜(泉が丘中)，川瀬尭友(城山中) 

 

※カラー版は，本校ホームページでご覧ください。http://www.ueis.ed.jp/school/hoshigaoka-j/ 

 ７日(火) 特別日課  家庭訪問⑤ 火１２５６ 

 ８日(水) 月５６水３４５ ノースマホデー 

１０日(金) 登校指導・あいさつ運動 

中央委員会,ＰＴＡ役員会・理事会  

１３日(月) 月１２３４５（職員研修日） 

１４日(火) 防災避難訓練(6) 

１５日(水) 木曜日課 新体力テスト 歯科検診 

１６日(水) 水曜日課 歯科検診 

１７日(金) 春季宇河地区大会（～19 日） 

２１日(火) 特別日課 火１２３４(職員研修日) 

２２日(水) 眼科検診 

２３日(木) 内科検診（～２４日） 

２７日(月) 交通安全教室 月１２５６ 

２８日(火) 生徒会総会 Ｂ日課 火３４５６ 

２９日(水) 体育祭予行・係打ち合わせ 

３０日(木) 木１２５６水５金６ 
３１日(金)  春季県大会（～６月２日） 

http://www.ueis.ed.jp/school/hoshigaoka-j/

