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先生紹介

中

　北中３年目になりました。一
年生のキラキラした目と、しゃ
きしゃき動く様子に、日々背中
を押されています。授業も学級
も一生懸命頑張ります。よろし
くお願いします。

１年１組担任
吹奏楽部　茶道部

真島友香子
中

　高校教員を９年（長崎北陽台高
校、対馬高校）経験後、本年度佐世
保北中学校へ赴任しました。担当
教科は英語です。中学校での勤務
は初めてですが、皆さんの成長を
サポートできるように頑張りますの
で、どうぞよろしくお願いします。

１年１組担任
女子バレーボール部・
英会話部

三浦　隆博
中

　生徒会２年目となりました。
去年学んだことを生かして、ボ
ランティア活動や行事をさらに
盛り上げていきたいです。どう
ぞよろしくお願いします。

　本校２年目です。約３０年ぶりに
勤務し、生徒やＰＴＡ、母の会、おや
じの会の活動等を通して、改めて佐
北の素晴らしさを感じているところ
です。今年度も「県北の雄」に相応
しい教育活動が推進できるよう頑張
ります。よろしくお願いいたします。

　この４月に着任した校長の鶴田です。
全国でも有数の伝統と実績を誇る中高一
貫校である佐世保北中学校高校に赴任で
きましたことを大変嬉しく誇りに思うと
ころです。そして、本校の卒業生が、県内はもとより、日本
や世界を舞台に活躍されておられることを踏まえますと大変
身が引き締まる思いであります。これまで諸先輩方が築き上
げられた素晴らしい校風を継承するとともに、令和という新
しい時代とともにさらに進化・深化する佐北を目指して、職
員・生徒・保護者の皆様と一丸となって、チーム佐北で精進
する所存であります。どうか、今後とも本校の教育活動にご
理解とご支援を賜りますようお願いいたします。

　会員の皆様におかれましては、日頃よ
りＰＡＴ活動にご理解とご協力を賜り誠
にありがとうございます。本年度ＰＴＡ
会長を務めさせていただきます深堀でご
ざいます。今年は、今までに経験した事の無い厳しい社会情
勢になりますが、子供達が素晴らしいと感じてもらえるよう
な学校生活を過ごせるように応援していく所存です。中学
生、高校生は思春期という一番多感な時期になります。やは
り一番近くで見守る親が、しっかりと成長や感性を見つめ、
いち早く気づく事が大切だと思います。その為には親同士の
交流や情報交換も必要となりますので、ＰＴＡ活動を通して
深めていきたいと思います。子供達の素晴らしい未来のため
にご協力お願いします。

　本年度、母の会会長を務めることとな
りました中山です。役員・委員の皆さん
と一緒に、子供たちの学校生活がより良
いものになるようお手伝いしていきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。母の会では、９月の
北辰祭バザーに向けて準備を進めていますが、今年はコロナ
ウイルス拡大の影響を受け、例年通りとはいかない状況で
す。不安を抱えながらのスタートですが、ピンチはチャンス
に！！講習会や研修旅行など臨機応変に企画していきますの
で、皆さん奮ってご参加ください。活動を通して会員の皆さ
んの親睦をより深めていただければと考えています。今年度
も母の会活動にご理解、ご協力いただきますようお願いいた
します。

１年２組担任
女子バスケットボール部

高校　副校長

石井　晶子

立木　英邦

校　長 PTA会長 PTA母の会会長

鶴田　勝也 深堀昌二郎

中

　佐北２年目です。昨年は高校
３年生の担任をしておりました。
子どもたちと同じく北中は初め
てです。子どもたちと共に成長
していければと思います。進路
指導主事も務めさせていただき
ます。よろしくお願いします。

　ちょうど昭和から平成に変わる
頃に５年間勤務させていただきま
した。まさかもう一度、佐世保北
でお仕事させていただくことにな
るとは夢にも思いませんでした。
このご縁（幸運）を大事にしよう
と思います。よろしくお願します。

１年２組担任
サッカー部

高校　教頭

高橋　泰雅

満行　洋介

中

　本校３年目になります。初の
中学１年生で少々緊張しており
ます。お子様たちと同様、「初
心忘るべからず」新たな気持ち
で頑張りたいと思います。１年
間、よろしくお願いいたします。

　ふくろうの庭で新芽を伸ばし
ているさしも草を見つけまし
た。陽春に、そして佐北にふさ
わしい野草です。花言葉のとお
り、今年度も佐北に多くの「幸
福」があることを願っています。

１年３組担任
剣道部

中学校　副校長

天野　洋子

池田　利夫

中

　本校５年目になりました。保
健体育の授業を通して、心身と
もにタフな生徒を育てていきた
いと考えています。１年間よろ
しくお願いします。

　本校３年目です。多様化する
社会の中、日本のみならず世界
で活躍することのできる、高い
知性と豊かな人間性にあふれた
生徒育成のため、引き続き私
たち教職員が全力で皆さまをサ
ポートいたします。

１年３組担任
軟式野球部

事務局長

益田　秀紀

前屋　信彦

中

I ' ve only worked at Sakita for 8 
months, but I have enjoyed my time 
working here.  The students have been 
wonderful, and I am impressed with 
their abilities, especially in English. 
I  look forward to  work ing wi th 
everyone this year. よろしくお願いします！

１学年所属
英会話部

Timothy J Besiata
中

　技術と家庭教科は中学必修科目で
す。１年生・３年生は後期、２年生
は前期の授業になります。授業では
生活上の基礎知識の習得と「ものづ
くり」の体験実習を行います。子ど
も達が興味を持って積極的に授業に
取り組んでくれる事を願っています。

１学年所属
技術

川上　壤邇
中

　北中１６回生の進級とともに
第２学年の担当になりました。
数学の授業において、少しでも
子どもたちの“わかった！！”
を引き出せるよう頑張ります。
本年度もどうぞ、よろしくお願
いいたします。

２年１組担任
男子バスケットボール部

稲垣　博一
中

　北松農業高校から異動してき
ました。中学校の家庭科と高校
の情報を担当します。どうぞよ
ろしくお願いします。

２年１組担任
放送、家庭科学

松本美代子
中

　中学２年生の英語を担当しています。今年度
もＣＤのついた教材を購入していただきまし
た。保護者の皆様には、ＣＤラジカセの購入な
どお子様のご家庭での英語のリスニング環境
を整備していただくようお願いいたします。毎
日の家庭でのリスニングと音読で英語は飛躍
的に上達します。ご協力をお願いいたします。

２年２組担任
男子バドミントン部

沢目孝一郎
中

　２年生の理科と今年度から始
まります１年生の理数演習（理
科演習 ) を担当します。本校２
年目として、お子さまの成長の
ために精一杯務めたいと思いま
す。１人でも多くの生徒が理科
好きになるよう頑張ります！

２年２組担任
科学部・陸上部

福田　純子

中

　佐北生活１０年目に突入です。生
徒には勉強・部活はもちろんのこと、
行事にも全力で取り組んでほしいと
思っております。昨年は生徒たちの
努力が実り、合唱コンクールで金賞
を獲得しました。今年は「目指せ、
アルカス」をテーマに頑張ります！

２年３組担任
囲碁将棋部・
女子バレーボール部

原田　志保
中

　北中３年目です。社会の授業を
担当しています。初めての中学２年
生担当で少しだけ緊張しています
が、生徒たちが有意義な中学校生
活を送ることが出来るように、全
力でサポートしていきたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。

２年３組担任
軟式野球部・（邦楽部）

大塚　洋輝
中

I know everyone is worried about 
COVID-19, but I know we will 
still have a great school year.  
Let 's do our best to practice 
good hygiene, cough and sneeze 
etiquette, and NEVER GIVE UP!　
がんばらんば！

２学年所属
英会話部

Amber J Jones
中

　佐世保北中学校の保護者の皆さん、私は４２年
間、長崎県の高等学校で体育教師として働いてきま
した。任期満了（６５歳）ということで振り返ってい
たところに、北中学校の仕事の話があり、喜んでお
受けしました。中高連携教育のメリットを最大限に
発揮し、ご子息様の成長の一翼をになるように日々
努力していきたいと考えます。お世話になります。

２学年所属

牟藤　央
中

　今年度、佐世保北中学校に赴
任してきました。担当教科は社
会科で、授業は中学校の３年全
学級と１年３組に行きます。中
学生はもちろんですが、高校
生も一緒の学校生活を楽しみに
思っています。

３年１組担任
女子バスケットボール部

昌子　久志
中

　本校２年目になりました。昨
年度に引き続き１５回生を担当
することができ、うれしく思っ
ています。今年度も、生徒に数
学を好きになってもらえるよう
がんばります。よろしくお願い
いたします。

３年１組担任
女子バドミントン部・
美術部

山下　乃子

中

　本校２年目になりました。昨年度は、
１５回生（旧２年生）を中心に１４，１５回
生とも授業で触れ合うことができました。
元気で明るい北中生にパワーをもらった１
年間でした。保護者の皆様にもご協力い
ただくことが多いかと思いますが、今年度
もどうぞよろしくお願いいたします。

３年２組担任
陸上競技部

坂本　直子
中

　本校３年目になりました。昨
年度は、旧１年生と共に成長で
きた１年間でした。今年度もさ
らに、元気と笑顔を忘れず、生
徒と笑顔溢れる毎日を過ごして
いきたいと思います。よろしく
お願いします。

３年２組担任
空手道部

大石　絵里
中

　いよいよ１５回生も３年生とな
り、中学校最高学年となりました。
一つ一つの行動が下級生の模範
となります。様々な場面でリーダ
シップを発揮し活躍できるようサ
ポートしたいと思いますので、今年
もどうぞよろしくお願いします。

３年３組担任
テニス部

吉本　大樹
中

　１５回生とともに進級できた
ことを嬉しく思います。佐世保
北４年目になりました。１年目
にうけもった北中１２回生が高
校３年生になり月日の早さに驚
くばかりです。今年もよろしく
お願いします。

３年３組担任
女子テニス部

早田　優子
中

　小佐々中学校から赴任しまし
た保健室担当の金子です。心身
共に健康で安全な学校生活を過
ごすことができるよう、サポー
トしていきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

３学年所属
養護教諭

金子　潤子
中

　今年は中学３年所属になり、
理科を担当します。理科を好き
になってもらうだけでなく、中
学校最高学年として、佐世保北
をよりよくできるように一緒に
頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いします。

３学年所属

水島　翔大

　佐北２年目になります。今年
は７５回生を担当させていただ
くことになりました。生徒と共
に成長の一年としたいと思って
います。よろしくお願いしま
す！ 

１学年主任
サッカー部

吉村　史朗
高

　北中からこの春移籍して参り
ました。今年度はＰＴＡの係を
させていただきます。保護者の
みなさんと一緒に学校を盛り上
げて行けたらと思いますので、
どうぞよろしくお願いします。

１年１組担任
放送部

黒須　広幸
高

　北高８年目になりました。こ
こで３回目の高校１年生担任で
す。国語科を担当します。新た
な気持ちで７５回生とともに頑
張ります。宜しくお願いします。

１年１組担任
文芸部

鬼塚登茂美
高

　本校勤務２年目、教育相談の
担当です。お子様の心身の成長
を先生方と協力し、サポートし
ていきたいと思います。よろし
くお願いいたします。

１年２組担任
吹奏楽部

柳本ますみ
高

　非常勤講師として佐北に来て
から２年が経ちました。２年前
に初めて数学を教えた生徒達
と、もう一度数学を通して関
わっていくことができる幸せを
感じながら、生徒の成長のため
に頑張っていきます。

１年２組担当
男子バスケットボール部

津江　徹
高

　佐北３年目になりました。７５
回生を担当させていただきます。
生徒たちが、将来、生活者として
自立するための準備期間にあた
る高校時代を、様々な面でサポー
トしたいと思っております。どう
ぞよろしくお願いいたします。

１年３組担任
家庭科学部

久部利恵子
高

中山　克江
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　五島の小さい島から久しぶり
に大きな学校へ来ました。気持
ち新たにフレッシュな気持ちで
がんばりますので、よろしくお
願いします。

１年３組担任
女子バスケットボール

小峰　一成
高

　この度、猶興館高校から参り
ました。佐北６３回生です。母
校での勤務で懐かしい気持ちも
ありますが、しっかりと気持ち
を引き締めて頑張ります。至ら
ない点もあるかと思いますが、
よろしくお願いします。

１年３組担任
空手道部

坂井　滉
高

　母校での勤務も７年目になり
ました。授業、クラス、部活動
など、様々な活動に気持ちを引
き締めてがんばっていきたいと
思っています。今年１年よろし
くお願いします。　

１年４組担任
中高美術部

五貫　研司
高

　この度の異動で長崎東高校
から赴任いたしました。教科
は数学です。お子様の成長と
進路実現を果たせるよう尽力
したいと思います。よろしく
お願いします。

１年４組担任
女子ハンドボール部

内田　欣友
高

　本校４年目になりました。毎日
往復１３０ｋｍ、片道約９０分、
オイル交換年間８回かけて情熱的
に通勤しております。７５回生の
パワーに負けないよう、アクセル
全開で頑張りますのでどうぞよろ
しくお願いします。

１年５組担任
ラグビー部

今崎　欽也
高

　本校３年目になりました。国
語を担当しています。今年は
７５回生のみなさんと新しいス
タートを切りました。精一杯が
んばりますのでよろしくお願い
いたします。

１年５組担任
空手部・吹奏楽部

白濱　桜
高

　佐北２年目で、今年度は担任
を持たせていただくことになり
ました。マイブームは将棋を指す
ことです。お子様とだけでなく、
保護者の方々とも関わることを
楽しみにしております。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

１年６組担任
女子バレーボール部

土岐　将人
高

　この度、諫早商業高校から参
りました。高校・中学どちらも
授業を担当します。生徒のみな
さんが一人でも化学・理科に興
味をもっていただけるよう尽力
いたします。よろしくお願いい
たします。

１年６組担任
サッカー部

小佐々恵輔
高

　充実した学校生活を過ごすこ
とができるよう保健室からサ
ポートしていきたいと思ってい
ます。保護者の皆様にもご協力
いただくことが多くあるかと思
いますが、どうぞよろしくお願
いいたします。

１学年所属
養護教諭

田中美由紀
高

　語学の習得は毎日の積み重ね
が大切です。本年度は、音読練
習やリスニングを家庭学習で多
くすることになります。ご家庭
でも声かけや励ましをどうぞよ
ろしくお願いします。

２学年主任
英会話部

米谷　朝子
高

　７４回生を担当して２年目、内
進生は中学２年生のときからの
付き合いなので、今年で４年目
となります。日々成長する姿を
間近に見ることができて、大変
うれしく思っています。今年も頑
張ります。

２年１組担任
女子ソフトテニス部

西平　祐治
高

　本校３年目になります。教科
は化学を担当します。昨年度は、
授業を担当していない学年です
ので、新たな気持ちで楽しみに
しています。よろしくお願いい
たします。

２年１組担任
男子バドミントン部

今鹿倉　直
高

　本校２年目となりました。初
年度と変わらぬ気持ちで、文武
両道に励む佐北生の手助けがで
きるよう、本年度も頑張りたい
と思います。よろしくお願いし
ます。

２年２組担任
野球部

田中　輝一
高

　また佐世保北高に勤務させ
ていただくこととなりました
（１３年目）。昨年以上に意欲的
に生徒のために頑張って行きた
いと思います。よろしくお願い
いたします。

２年所属
高２、３年地理
陸上競技

森川　剛志
高

　北高５年目になりました。生
徒の心に寄り添いながら、明る
く元気に頑張りたいと思いま
す。１年間、よろしくお願い致
します。

２年３組担任
陸上競技部

出雲　孝
高

　佐世保北高校４年目です。高
校２年生の全クラスの生物基礎
と生物を担当します。生徒たち
の学校生活が充実したものとな
るように、精一杯努めてまいり
ます。宜しくお願いいたします。

２年３組副担任
科学部

十時　実穂
高

　今年で５年目になりました。
７４回生、ハンドボール部員を
はじめ、佐世保北の生徒と一緒
に、素晴らしい１年間にしたい
です。至らないところも多いで
すが、精一杯頑張ります。本年
度もよろしくお願いいたします。

２年４組担任
男子ハンドボール部

吉田　耕三
高

　教員生活３年目となりました。
まだまだ未熟者ですが、自分の
「最高」を常に更新していけるよ
うに頑張ります。生徒と一緒に笑
い、学び、充実した毎日を過ごし
ていきたいと思っています。今年
度もよろしくお願いいたします。

２年４組副担任
書道部・（文芸部）

藤井　愛弓
高

　北高３年目となりました。高
校２年生の現代文と古典、また
今年は中学３年生も担当しま
す。一生懸命頑張りますので、
１年間どうぞよろしくお願いし
ます。

２年５組担任
放送部

増田沙耶加
高

　本校９年目になります。生徒
と一緒に一生懸命頑張ります。

２年５組担任
男子バレーボール部

山口　郁彦
高

　本校２年目になります。昨年
はとっても楽しい１年でした。
今年も生徒たちとともに充実し
た１年にしたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

２年６組担任
柔道部

岩永　千草
高

　今年で本校２年目になります。
教科は、英語で１、２年生のクラ
スを担当します。１年目は多くの
方に支えられて無事に終えること
ができ、感謝しています。２年目
は、更なる自己研鑽に励みたいと
思います。よろしくお願いします。

２年６組担任
茶道部

高田　真弓
高

　北高勤務３年目になりました、よ
ろしくお願いします。ＡＢＣ予想が
京都大学の望月新一教授によって証
明されたと話題になっています。証
明に使う独自の概念を、自分で作り
出したそうです。私もそのような創
造性を、少しでも身に付けたいです。

２年６組担任
弓道部

田中翔太郎
高

　入学した子ども達、新たな学
年に進級した子ども達の希望に
満ち満ちたパワーがとても眩し
いです。それぞれの大きな花を
咲かせられるよう応援していき
たいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。

２学年所属　実習助手
科学部

永江　陽子
高

　本校１３年目になります。
７３回生の３年間の成長を見届
けることができそうです。希望
進路実現のため全力で頑張りま
す。よろしくお願いいたします。

３学年主任
科学部

福田　勝樹
高

　佐北８年目になります。昨年
度まで７２回生と６年間過ごし
てきましたが、今年度は７３回
生ととも新たな気持ちで成長し
ていきたいと思います。よろし
くお願いします。

３年１組担任
硬式野球部

小浦　研一
高

　気がつけば３年連続で３年１
組担当となりました。この春は
生徒がいない間に全国の主要国
公立・私立大学２５校の入試問
題をひたすら解きまくりまし
た。これで準備は万全。授業が
楽しみです。

３年１組担任
中高写真部

末松　賢嗣
高

　佐北６年目です。国語を担当
します。今年は７３回生と一緒
に高校生活最後の一年間を駆け
抜けます。精一杯頑張ります。
よろしくお願いいたします。

３年２組担任
弓道部

内野　悠美
高

　本校３年目、通算で９年目に
なります。佐世保北の更なる発
展と７３回生の希望進路実現の
ため全力で頑張ります。よろし
くお願いいたします。

３年２組副担任
剣道部

松﨑　清治
高

　本校３８回生で赴任して２年
目、昨年も３年生を担当させて
いただきました。教科は生物、
分掌は進路指導、北星会の事務
局も担当しています。宜しくお
願いします。３年担任というこ
とで気合いが入っています。

３年３組担任
女子バドミントン部

中尾　勘治
高

　１５年ほど前に本校に勤めた
ことがありますので、とても懐
かしい感じがします。生徒の皆
さんの「夢の実現」のお手伝い
ができるように頑張りたいと思
います。

３年３組副担任
陸上部

中上　照子
高

　本校１１年、高校の体育と保
健を担当します大島です。コロ
ナウイルスが流行している中、
生徒の皆さんが安全・安心に学
校生活を送ることができるよう
頑張ります。

３年３組副担任
剣道部

大島　匡貴
高

　７３回生を担当して３年目
となりました。７３回生の進
路実現に向けて頑張りたいと
思います。

３年４組担任
新聞部

川田みゆき
高

　今年で佐北も５年目になりま
すが、いまだに初めての仕事、
慣れない仕事がたくさんあるこ
とに気付く毎日です。生徒に負
けないよう、予習・復習をしな
がら頑張ります。どうぞよろし
くお願いします。

３年４組副担任
女子硬式テニス部

松尾　健司
高

　北高ＯＢです。本校３年目と
なります。３年連続「５組」の
担任となりました。「行け、行
け、ＧＯ（５）！ＧＯ（５）！！」
の気持ちで今年度も頑張りたい
と思います。よろしくお願いし
ます。

３年５組担任
水泳部

飯田　大輔
高

　この４月に佐世保南高校より赴
任しました。主担当の科目は世界
史Ｂです。伝統ある本校の教師と
なり、身の引き締まる思いです。生
徒の皆さんの学校生活の充実と
進路の実現のために努力する所存
です。よろしくお願いします。

３年５組担任
男子テニス部

山西　善雄
高

　佐世保北中・高に勤務して、
今年で５年目になります。佐北
の更なる発展と、お子様の進路
実現に尽力していきます。どう
ぞ１年間よろしくお願いいたし
ます。

３年５組副担任
邦楽部

伊藤　敦司
高

　本校六年目になります。今年
は７３回生の学年を担当させて
いただきます。生徒とともに波
に乗って一年間頑張ります。よ
ろしくお願いいたします。

３年６組担任
男子ソフトテニス部

吉岡　英雄
高

　本校９年目になります。現在
世界中で大変なことになってい
ますが、こんな時こそ保護者の
みなさんと協力して、生徒のた
めにできることを頑張りたいと
思います。よろしくお願いしま
す。

３年６組副担任
ラグビー部

木村　昌義
高

　佐世保北１５年目になりま
した。今年も進路指導を担当
します。お子さまの夢の実現
に向けて、全力を尽くします。
お力添えをよろしくお願いい
たします。

３学年所属
（進路指導部）
吹奏楽部

竹下　敦
高

　学習にスポーツに良い環境づ
くりに専念し　あらゆる時季を
乗り越えてパワーアップしてい
きたいと思います。よろしくお
願いします。

３年学年所属　
科学部

濱田　和美
高

　西高が本務校なのですが、週
２日お世話になります。生徒た
ちの字を上手に、そして人生を
豊かにできるよう努力します。
よろしくお願いします。

中書写・高書道担当
書道

福嶋　千波

　生徒の皆さんの環境整備のた
め力を尽くします。よろしくお
願いいたします。

事務

氏福　貴幸

　新緑の輝く季節となりました。
昨年、佐北へ赴任した頃を思い
出します。令和とともに２年目
もよろしくお願いいたします。

事務

坂本　佳代

　今年で３年目となりました。
今年度もよろしくお願いいたし
ます。

事務

濱田　咲希

　この度南島原市立北有馬中学
校から赴任しました、事務の溝
上と申します。事務室から皆様
のサポートに努めてまいります
ので、どうぞ宜しくお願いいた
します。

事務

溝上　夕稀

　大変幸せな事に６年目のシー
ズンを迎えることとなりまし
た。仕事のみならずバドミント
ンを通じて、生徒や先生方との
交流が増えとても充実した日々
です。生徒たちの一生懸命を引
き出せるように頑張ります。

事務
中学男子バドミントン部コーチ

小川　隆裕

　事務室４年目になります。
証明書発行等担当しておりま
すので、お気軽にお声掛け下
さい。今年度もよろしくお願
い致します。

事務

吉村真理子

　昨年度は母の会から素敵な
ソファーを購入していただき、
より一層快適度が増している
本校の図書室です。今年度も
読書好きな子供達と一緒に楽
しく図書室を運営していきた
いと思います。

図書司書

井上　清香

　進路指導部で事務のお手伝い
をしています。頑張る生徒の皆
さんから大きな力をもらってい
ます。

進路事務補助

松川　智子

　生徒のみなさんの学校生活の
お手伝いができるよう頑張りま
す。子どもたちのことで気にな
ることがあれば、お気軽に相談
ください。よろしくお願いいた
します。

スクールカウンセラー

栗林かなみ

　本校３年目の勤務となりまし
た。子どもたちのことで気にな
ることや、心配なことがござい
ましたら、お気軽にご相談くだ
さい。本年もどうぞ宜しくお願
い致します。

スクール
ソーシャルワーカー  

岩本眞理子

　輝く笑顔、元気な挨拶で、毎
日パワーをもらって楽しく牛乳
のおばちゃんしてます。成長期
のみんな！牛乳を飲んで、大き
くなって下さい。

ミルク給食

井上　博子

　生徒たちの明るい挨拶に元
気をもらっています。今年度
もパン・文具類の販売を頑張
りたいと思います。宜しくお
願いします。

購買部

磯本　優子
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