
 

 

≪第２学年スタートにあたって≫ 

≪２学年の教職員紹介≫  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年主任 釘宮 教行 
①  数学 ②ツーリング、スノーボード  

③から あげ とビ ール  ④い よい よ中 堅学
年。誇りと自覚をもって、悔いのない高校
生活を。ともに頑張ろう !! 

 

１組 担任 高橋 央明 
①  数学 ②読書 ③りんご、焼き肉、ラ  
ーメン、そば ④今年度は２年１組の担任
をさせていただきます。今年も皆さんの学
年にいられてとっても幸せです。一緒に頑
張りましょう！  
１組 副担任 塚崎 一孝 
①  保健体育 ②部屋掃除・説教 ③いろ  

いろ好 きで すが 牛乳 とキノ コ類 が苦 手で
す ④１０年ぶりの豊府高校勤務です。１
年間よろしくお願いします。  

 

２組 担任 河野 高宏 
①  地理歴史・公民（日本史） ②ドライ  

ブ・洗車 ③ラーメン ④１年間よろしく
お願いします。一緒に頑張りましょう。  

 

２組 副担任 野原 千愛 
①  国語 ②古いもの ③とり ④１年間  

よろしくお願いします。頑張っていきまし
ょう。  

 

３組 担任 武津 麻弥 
①  地理歴史・公民（世界史） ②趣味は  

旅です。 ③クリームパン！！ ④充実し
た１年 を共 に過 ごそ う！１ 年間 よろ しく
お願いします！  

 
３組 副担任 佐藤 和洋 
①  数学 ②餃子をけっこうたくさん食べ  

られます。 ③ 餃子 ④今年１年間もこ
の豊府 高校 で過 ごせ ること を本 当に 嬉し
く思います。毎日がチャンスの宝庫です。
つかみましょう！！  

 

３組 副担任 後藤 智子 
①  家庭科 ②茶道、温泉巡り、歌うこと  

 

 

 

 

 

 

 

③オムライス、寿司、いちご、オレンジ  

④  いよいよ２年生。共に豊府高校を盛り  

上げていきましょう♪個性光る３４期生  

に幸あれ !! 

 
４組 担任 秋吉 祐樹 
①  情報 ②カメラ・面談 ③妻と子供が  

作って くれ た料 理 ④学校 のリ ーダ ーに
なる学年です。挨拶・時間を意識していき
ましょう。  

４組 副担任 廣瀬 和香 
①  国語 ②別府温泉巡り、読書 ③パン  

（購買のミルクデニッシュ） ④国語は２
年次の基礎が大事。一緒にがんばりましょ
う！  

 

４組 副担任 小野 佳奈子 
①  英語 ②ギター、読書 ③寿司 ④こ  

れから みな さん と一 緒に学 校生 活を 送っ
ていけることを楽しみにしています。よろ
しくお願いします ! 

 

５組 担任 小笠原 陽華 
①  理科（化学） ②山に登りたい、声が  

大きい ③おにぎり・お寿司・いちご大福  

④皆さ んと の生 活を 本当に 楽し みに して
います。一緒に化学の世界へ。面白いです
よ。  

 
５組 副担任 深田 洋一 
①  英語 ②ソフトテニス・読書・ドライ  

ブ・絵画収集 ③甘いもの ④一年間、宜
しくお願いします。  

 

５組 副担任 今村 好太 
①  理科（物理）②野球、ご当地グルメ探  

し  ③肉 ④「夢」をもち、その「夢」に向
かって いろ んな こと に挑戦 して いき まし
ょう。今後とも宜しくお願い致します。  

 
６組 担任 松本 勝 
①  地理歴史・公民（地理）②読書・野球観  

戦 ③ そば  ④ お互 いに成 長し 合え る１
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文責  釘 宮  教 行 ～個性光る３４期生に幸あれ

 ３４期生のみなさん、２０２０年度（令和２ 

年度）の第２学年がスタートしました。今年は 

新型コロナウイルスの影響で、年度末から長期 

の休校となった上に、まだまだ先の見えない不 

安な状況を抱えたまま、様々な対策を講じなが 

らのスタートとなりました。刻一刻と変化して 

いる情勢を踏まえながら、今後も慎重に対応し 

ていく必要があります。 

 今回のこの影響で、私たちはこれまで多くのことを犠牲にしてきましたし、

今後もさらに大きな犠牲を払わなければならなくなるかもしれません。高校生

活は、将来考えるみなさんにとって、とても大切でかけがえのないものです。し

かし、何よりも優先すべきはみなさんの命、私たちの周りの人たちの命です。み

なさんの安心と安全をしっかりと確保しながら、その枠の中で学校としてでき

ることを考えていく必要があります。そこでこの場を借りてみなさんに確認を

しておいてほしいことが２点あります。 

 まず１点目は、指示やルールを守ってほしいということです。新型コロナウ

イルスに対する考え方は、人によって異なる部分があると思います。「恐い、不 

安だ」と感じている人、「まあ、大丈夫だろう」 

と思っている人など。学校では多くの人が活動 

を共にします。みなさん一人ひとりが「マスクの 

着用」や「密集を避ける」などのルールをきちん 

と守って、感染拡大のリスクを抑えるために最 

大限の努力をしてほしいということです。みな 

さんの自覚と協力が必要です。 

 続いて２点目は、人権的な部分のお話です。当然、誰しも感染したくないと思

っています。しかしそういう感情のあまりに、他者に対して偏見や差別的な見

方をしてしまうことのないようにしてください。海外でもアジア人に対する偏

見から、被害にあった人がいると報道されていました。これは、同じ人間として

とても悲しいことですよね。そのようなことは、学校生活の中では、決してあっ

てはいけません。 

 このような状況になって初めて、これまで不安を感じることなく生活できて

いた「日常」の大切さを痛感します。今は、「この状況の中でできること」を考

えて、自分を見失うことなく前向きに生活していくことが求められています。 

今年度、新しい先生方をお迎えし、２学年がスタートしました。この１年間、み

なさんをサポートしてくださる先生方を紹介します。（敬称略） 

①  教科 ②趣味・特技 ③好きな食べ物 ④３４期生に一言 



 

 

年にしましょう。よろしくお願いします。 

 

６組 副担任 坂本 裕子  

①  保健体育 ②趣味：楽しいことを考え  

ること 特技：大きい声を出すこと ③り
んご ④すべての基本は「健康生活」一緒
に心掛けましょう‼よろしくお願いします。 

 
６組 副担任 松尾 恵子 
①英語  ② 映画 や海 外ドラ マを よく 見ま
す ③乳製品（牛乳、チーズ、ヨーグルト
…） ④こんな感じの学年スタートですけ
ど、１日１日を大事に積み重ねて、いい１
年にしましょう。よろしくお願いします。 

 
７組 担任 松尾 裕美 
①  英語 ②ドライブ ③コーンスープ  

④今年も１年よろしくお願いします。  

 

７組 副担任 池邉 良介 
①  国語 ②ドライブ・読書・早押しクイ  

ズ ③お好み焼き（広島風） ④勉強に部
活に生徒会に、いちばん充実する高校２年
の今が非常事態ですが、だからこそ１日１
日を大切に過ごしていこう！  

 
７組 副担任 阿部 智喜 
①  数学 ②ゲーム・映画鑑賞など ③う  

どん・お好み焼き ④勉強はもちろん、行
事やイベントに積極的に参加して、自分を
磨いていきましょう。  

 

学年所属 甲斐 浩子 
①  養護教諭 ②２年前に亡くなりました  

が柴犬を飼っていたので、柴犬グッズを集
めるのが好きです。 ③ねばねば系の食べ
物 ④新型コロナで大変な時ですが、みん
なの持っている素直さ・明るさで、２年生
として 豊高 校を ひっ ぱって いっ てく ださ
い。保健室から見守っています !! 

 

学年所属 大村 明美 
①  理科 ②眠りにつくのが早い ③トマ  

ト ④手洗いと健康に気をつけて、充実し
た１年を送りましょう。よろしくお願いし
ます。  

 

学年所属 梶原 利佳子 
①  地理歴史・公民（世界史） ②最近相  

撲観戦にハマっています ③たこ焼き  

④みな さん に会 える ことを 楽し みに して
い ま し た ♪ １ 年 間 よ ろ し く お 願 い し ま
す！  

 
学年所属 須藤 威 
①  理科（生物） ②サッカー・ゲーム  

③カレー ④２年生の生物基礎を担当し  

ます。教師生活１年目ということで至らな
い点が多くあると思いますが、よろしくお
願いします。  


