
 

 

 

 
 
 

１年間、どうぞよろしくお願いします！ 
浅野川沿いの桜が満開に咲き誇る中、新しい年度が始まりました。 

この度、緑中学校から本校に着任しました校長の可長（かちょう）といいます。よろしくお願い

いたします。依然として新型コロナウイルス感染症による活動制限等の日々が続いていますが、兼

六中学校の伝統を引き継ぎ、健やかな子供たちの成長のために全力で教育活動に取り組んでまいり

たいと思います。また、兼六中学校の子供たちのために教職員一同力を合わせて頑張っていきます

ので、どうぞ、よろしくお願いいたします。          

金沢市立兼六中学校長 可長俊太 

 

 
令和４年度 金沢市立兼六中学校 職員組織（※は、新任職員） 

校長：可長 俊太※   教頭：坂口 隆史※  主幹教諭：中木 大進(数学) 
 
学年・学級 担任 副担任 
１年１組 石塚  久晃(理科) 松﨑   厚(美術) 
１年２組 本間   丞(保体) 梅田 美樹子(英語) 
１年３組 松岡  拓海(数学) 八田 八千香(家庭) 
１年４組 田丸  聖汰(英語) 松岡  真文(数学) 
１年５組 押田  耀子(理科)※ 松岡  真文(数学) 
１年６組 庄田  幸代(国語)※ 松﨑   厚(美術) 
１年７組 松本 ありさ(国語)※ 岡田 こもも(数学)※ 
１年８組 横山   遥(社会)※ 八田 八千香(家庭) 
１年９組 寺島  慶子(社会) 岡田 こもも(数学)※ 
  
２年１組 吉本  俊之(数学) 島田  遥香(英語)※ 
２年２組 松島  光子(国語) 谷   正美(数学) 
２年３組 小田  遼平(保体)※ 木多  良仁(国語) 
２年４組 飯田  季矢(英語) 木多  良仁(国語) 
２年５組 新谷  佳亮(社会) 島田  遥香(英語)※ 
２年６組 新藏  里紗(理科) 川合  政之(音楽) 
２年７組 田村  裕志(理科) 村岡  千尋(保体) 
 
３年１組 伊勢  和生(数学) 冨田 佳寿子(保体) 
３年２組 髙松   薫(国語) 冨田 佳寿子(保体) 
３年３組 東   直美(英語) 松尾 由起子(国語) 
３年４組 杉田  智史(理科) 角   雅也(保体)※ 
３年５組 山本   慧(社会) 徳野  悦子(数学) 
３年６組 加賀谷 佳樹(英語) 松尾 由起子(国語) 
３年７組 佃   圭悟(技術) 川口  大輔(社会) 
 

かえで 下野  広緑 
村岡  千尋(保体) 
徳野  悦子(数学) 

あすなろ 奥  美由紀 
谷   正美(数学) 
川口  大輔(社会) 

 
初任研指導教員 濱坂 昌明※ 養護教諭 杉本 千津※ 養護教諭 山形 真里※ 
栄養職員 南保 叶美 事務主査 廣澤 雅代 主事 上谷 梨乃※ 
ＡＬＴ 二― ヴェロニカ ＡＬＴ ラジエ シブニム 学校司書 木村 睦子※ 
心と学びの支援員 橋本 香織※ 特別支援教育支援員 藤本 悦子 特別支援教育支援員 (未定)※ 
スクールカウンセラー 臼井 順子 スクールカウンセラー 國坂 昌子 教員業務補助 横山みのり※ 
給食配膳員 中川 信江 給食配膳員 髙橋 久美 給食配膳員 桑本 美沙※ 
学校サポーター 荒井久美子 校舎管理員 新保外志秋※ 校舎管理員補助 高野貴久雄 
校舎管理員補助 山崎 正彦 保安点検員 越崎 繁  

 
【裏面に４月行事予定がありますので、ご確認ください】 

部活名 顧問 

陸上競技 本間  丞 
新谷 佳亮 
川口 大輔 

男子バスケットボール 寺島 慶子 八田八千香 

女子バスケットボール 伊勢 和生 押田 耀子 

サッカー 山本  慧 松岡 拓海 

女子ハンドボール 加賀谷佳樹 田村 裕志 

野球 吉本 俊之 佃  圭悟 

男子バレーボール 川合 政之 角  雅也 

女子バレーボール 石塚 久晃 島田 遥香 

女子ソフトボール 冨田佳寿子 飯田 季矢 

男子卓球 田丸 聖汰 松本ありさ 

女子卓球 小田 遼平 髙松  薫 

男子バドミントン 松島 光子 奥 美由紀 

女子バドミントン 杉田 智史 岡田こもも 

女子ソフトテニス 横山  遥 庄田 幸代 

吹奏楽 木多 良仁 
下野 広緑 
中木 大進 

科学 新藏 里紗 谷  正美 

美術 松﨑  厚 梅田美樹子 

剣道 東  直美  

水泳 徳野 悦子 

体操 松尾由起子 

その他 中木 大進 

本日、新入生２９３名を加え、令和４年度「入学式」が行われます。入学生を代表して、北山結菜さん

が「誓いの言葉」を、在校生代表として、髙田涼真さんが「歓迎の言葉」を述べます。 

新入生のみなさん、一日も早く中学校に慣れて、新しいことにチャレンジしてほしいと思います。 

 金沢市立兼六中学校 学校だより 

け ん ろ く 
第１号 
令和４年４月７日 

兼六中学校 
TEL 263-2458   

 

部活動顧問 


