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No.1
佐賀北高等学校全日制

学 校 だ よ り 第２号

令和４（２０２２）年４月２７日（水）
【本年度の重点目標】

信頼されるチーム佐賀北

令和４年度 入学式
４月８日（金）、令和４年度入学式が挙行され、全
２８０名が佐賀北高校の生徒となりました。入学お
めでとうございます。
１年１組の平野 力輝さんが、新入生代表の宣誓
を行いました。
新入生は少し緊張の面持ちでしたが、入学式を
終えた後のホームルームで黒板アートの出迎えを
受けたり、翌日からのオリエンテーションや先輩た
ちによる歓迎のパフォーマンスに触れたりして、新
しい学校生活への期待が高まったようです。
学校長式辞

新入生代表宣誓

後援会長祝辞

吹奏楽部・音楽部による校歌紹介

～１年教室の黒板アート～ 入学式前日に２・３年生の美術部員が描いてくれました！

（左上）１組

（右上）２組

（左下）３組

最後のページにも黒板アートの写
真を掲載しております！

No.2

ようこそ北高へ！②
前号に引き続き、新しく来られた先生方を紹介します。
森永

早百合（もりなが さゆり）先生

： 事務主任

前任： 鳥栖高等学校

皆さん、はじめまして。鳥栖高校から来た森永と申します。
早く北高に慣れて、皆さんが充実した学校生活を送れるよう努
めていきたいと思います。よろしくお願いします。

荒木 美佳（あらき みか）先生 ： 事務
事務室でお世話になります荒木と申します。皆さんが充
実した学校生活を送れるように、役に立てればと思います。
どうぞよろしくお願いします。

陣竹 多津子（じんたけ たづこ）先生 ： 進路事務
前任： 致遠館高等学校

はじめまして。進路事務の陣竹と申します。早く慣れるよう頑
張ります。よろしくお願いいたします。

↑↑ ４月６日（水）に行われた新任式の様子 ↑↑
全部で１７名の先生方が着任されました。よろしくお願いします。

No.3

深川

莉奈（ふかがわ

りな）先生 ：

事務

みなさんこんにちは。東高校から来た深川です。また佐賀北
高校で勤務できることを楽しみにしています。どうぞよろしくお
願いします。

古賀

美雪（こが みゆき）先生 ：

事務

今年からお世話になる古賀と申します。就学支援金補助の
事務を担当させて頂きます。学校事務の仕事に携わるのは初
めてですので、不慣れな点もあるかと思いますが、宜しくお願
い致します。

各学年担任・校務分掌主任紹介
１年 主任 藤﨑 進司

２年 主任 鶴田 有紀

３年 主任 今泉 まゆみ

１組
（正）松原 和也 （副）溝口 夕季
２組
（正）江頭 隆介 （副）安永 由美
３組
（正）奥山 皓祐 （副）久富 邦昭
４組
（正）澁田 貴大 （副）篠嵜 一也
５組
（正）中林 卓也 （副）副島 宏之
６組
（正）田中みゆき （副）新郷 朋成
７組
（正） 山中 哲美 （副）山本 昌子
学年所属
中島 知美 鬼﨑 皇太 園田 敏博
松永 成旦 川原佐知子

１組
（正）内田 恵美 （副）林 嘉英
２組
（正）本村 祥次 （副）木下 圭文
３組
（正）清原 宏一 （副）秋永 良子
４組
（正）合原 翔平 （副）岸川友香里
５組
（正）宮副 智之 （副）籾井 宏一
６組
（正）窪田 聖久 （副）寺田 弘
７組
（正）徳廣 彩圭 （副）百武 香里
学年所属
下山 勝也 興梠 哲也 岡本 猛
岩切 丈治 緒方 望姫

１組
（正）田島由美子
２組
（正）江島 淳子
３組
（正）藤生 京子
４組
（正）大串 拓也
５組
（正）曲渕 大樹
６組
（正）武藤 広樹
７組
（正）千布りえ子
学年所属
西村 尚人 寺戸
横尾 聖史 髙妻

校務分掌主任
総 務
松永 成旦
図 書
中島 知美
生徒指導 寺戸 健
教育相談 下山 勝也

教 務
進路指導
保健厚生
事 務

興梠 哲也
園田 敏博
西村 尚人
森永早百合

（副）松尾ゆかり

（副）牧瀬 信弘
（副）岡 孝郁
（副）山口 浩
（副）片渕 祐子
（副）鶴田 靖雄
（副）東 加代子
健 田中 昌代
菜緒

広報誌「緑楠」で紹介したい生徒の活
動・話題等がありましたら、担当までお
知らせください。
読む人の心が、ほんのりあたたかくな
るような紙面を目指しています。ご協力
お願いいたします。
（佐賀北高校 総務部広報担当）

No.4

～美術部による１年教室の黒板アート～ １ページ目に載せきれなかったものを紹介します！

（左上）４組

（右上）５組

６組

７組

５月の主な行事予定
２日（月）考査時間割発表
１０日（火）検尿二次

４/１２（火）書道部パフォーマンス

１１日（水）～１３日（金）前期考査
１３日（金）３年保護者会（1９時～２０時）
１６日（月）総体前４５分授業（～２０日(金)まで）
１８日（水）内科検診（２年）、スクールカウンセラー来校
（午前）
２０日（金）耳鼻科検診（１年及び該当者）
２３日（月）前期教育実習開始
２５日（水）４５分×６限授業、総体壮行式、
スクールカウンセラー来校（午前）
２６日（木）高校総体前日のため５０分×３限授業
（木曜①②③）
２７日（金）高校総体（～３１日(火)）
NHK杯高校野球大会（～６月１日(水)）
＊不参加の生徒は自宅学習

※考査前および高校総体前につき、５月は６日（金）以
降の朝補習はありません。６月２日（木）より再開しま
す。
※予定は変更となることがあります。学校ホームページ
やスクールニュース等でご確認ください。

４/１３（水）、１５（金）、１８（月）

吹奏楽部ガーデンコンサート

