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【校訓】融 愛 善 について

｢融｣・・・伝統的な良さを融合させ、新たな伝統を創っていくことを願い 「融」

｢愛」・・・それぞれを支えてきた郷土を愛するとともに、生徒自身（人）を愛する心を育むことを願い「愛」

｢善」・・・人として、善き心を育み、善き行いを実践していくたくましい意志をもって生きることを願い「善」

吾妻郡中体連春季大会

４月２０日（土）２１日（日）２７（土）に郡中体連春季大会が行われました。郡内の各競技会場
にてたくさんの応援ありがとうございました。それぞれの会場で、生徒たちが活躍する姿がみられた
大会となりました。昨年秋の新人大会やこの春季大会での課題を見つめ直し、３年生最後となる７月
の総合体育大会に向けて、残りの２ヶ月間の練習を頑張って欲しいと思います。
５月１１日（土）の郡春季陸上大会以外の主な結果と６月上旬の県中体連春季大会の日程を掲載し

ます。組み合わせ等の詳細は、各部からのお知らせでご確認ください。郡大会を勝ち抜いて県大会に
出場する選手は、郡の代表としてより一層の活躍を期待しています。

○ソフトボール 優 勝 県大会出場 ○ソフトテニス男子
○卓球 ・男子団体 優 勝 県大会出場
・男子団体 優 勝 県大会出場 ・男子個人
・男子個人シングルス 萩原滉大・大須賀聡汰 優 勝 県大会出場

松本 隼汰 優 勝 県大会出場 服部海大・上原拓実 第３位 県大会出場
加藤 想磨 準優勝 県大会出場 水出悠登・髙橋颯太 第３位 県大会出場
小林 勇貴 第３位 県大会出場 ○軟式野球 準優勝

・卓球女子シングルス ○バスケット男子 準優勝
髙橋南々子 第３位 県大会出場

◎県中体連春季大会
ソフトボール ６／２（日）８（土）９（日）渋川市阪東橋緑地公園 ※予備日１５（土）
ソフトテニス ６／２（日）個人戦 ALSOKぐんまテニスコート

６／８（土）団体戦 前橋総合運動公園
※予備日 ９（日） 高崎上並榎庭球場 または 県立敷島公園テニスコート

卓球 ６／２（日）個人戦 ヤマト市民体育館前橋
８（土）団体戦 高崎浜川体育館

陸上競技 ６／８（土）高崎浜川陸上競技場



授業参観･学年懇談会･部活動懇談会・ＰＴＡ専門委員総会
４月２４日（水）に授業参観・学年学級懇談会・部活動懇談会・ＰＴＡ専門委員会総会が行われま

した。授業参観では各教室に入りきれないほどの保護者の方々が授業や学級の様子を真剣に見つめ、
生徒たちが張り切って授業に取り組む姿が見られました。ＰＴＡ専門委員総会とＰＴＡ運営委員会で
は以下のとおり本年度の運営委員が決定しました。お忙しい中、たくさんの保護者の方々に来校して
いただきありがとうございました。

ＰＴＡ本部役員・運営委員＜敬称略＞
本部役員会 専門委員会 地区委員会

◎部長 ○副部長 ◎支部長 ○副支部長
会 長 水出 正樹 広 報 加藤 葉子 東 地 区 ◎飯塚 済 ○福原 紀広
副 会 長 荒居 清美 広 報 茂木はる美 太田地区 ◎高橋 清一 ○小池 琢磨
副 会 長 富澤 年英 広 報○山﨑久美子 原町地区 ◎下前 剛次 ○阿部かつ恵
副 会 長 上原みどり 広 報 荻原 久代 岩島地区 ◎一場 国博 ○田中由香里
（家庭教育委員長） 広 報◎杉本 良徳 坂上地区 ◎茂木 貴広 ○丸山 行夫

学年学級委員会 ◎学年委員長
書 記 佐藤 和之 保健体育 関本 理香 学級委員長 学級副委員長
書 記 阿部 奈美 保健体育 田村 直規 （学年委員） （家庭教育委員）
書記教頭 小池 裕生 保健体育○大島 拓也 １－１◎野山しのぶ １－１ 飯塚 未樹
会 計 蜂須賀 徹 保健体育 石村 晋吾 １－２ 石田 陽子 １－２ 佐藤 孝弘
会 計 春原 照美 保健体育◎中井 栄一 １－３ 松坂 吉久 １－３ 小池 博之
会計事務 佐藤 徹 ２－１ 滝澤 麻樹 ２－１ 堀澤美枝子
監 査 佐藤 公夫 環境安全 角田 由樹 ２－２ 小池三紀夫 ２－２ 山田 樹理
監 査 佐々木智代 環境安全◎一場 朋行 ２－３◎大塚 泰政 ２－３ 小林 麻衣

環境安全 飯塚 美佳 ３－１ 飯塚 彩香 ３－１ 田村 香
顧問校長 齊藤 高弘 環境安全 水出 智美 ３－２ 赤池麻木子 ３－２ 齊藤かおり
顧 問 佐藤 秀行 環境安全○小池 満 ３－３◎佐藤 全 ３－３ 冨澤 朝子

スクールカウンセラー
本年度のスクールカウンセラーは、昨年度に引き続き「小林一郎（こばやし いちろう）先生」が

担当となります。以下の日程で４月から３月までの木曜日に年間３０回来校します。生徒の相談だけ
でなく、保護者の相談にも対応可能です。相談希望ある場合には、教頭までご連絡ください。
５月 ９日（木）１６日（木）２３日（木） １１月 ７日（木）２１日（木）
６月 ６日（木）１３日（木）２０日（木） １２月 ５日（木）１２日（木）
７月 ４日（木）１１日（木） １９日（木）
８月２９日（木） １月 ９日（木）１６日（木）
９月１２日（木）１９日（木）２６日（木） ２３日（木）３０日（木）

１０月 ３日（木）１０日（木） ２月 ６日（木）１３日（木）
１７日（木）２４日（木） ３月 ５日（木）

５月の予定
１１（土）郡春季陸上大会 ２２（水）集金日②
１３（月）※２年高原学校振替 ２３（木）食事調査１年５６校時
１５（水）尿検査① ２７（月）食事調査３年16:00
１６（木）尿検査① ２８（火）食事調査２年16:00
１７（金）～１８（土）２年高原学校 ２９（水）～３０（木）１年宿泊体験
２１（火）新体力テスト 集金日① ３１（金）尿検査② 眼科検診 英語検定①

※新体力テスト予備日２３（木） ※教育実習５／２０（月）～６／７（金）

６月の予定
２（日）県春季大会 ソフト テニス個 卓球団 １８（火）内科検診２年 集金日①
３（月）ＰＴＡ家庭教育委員会 １９（水）薬物乱用防止教室 集金日②
４（火）歯と口の健康集会 ２０（木）学校評議員会①
５（水）校内長距離走大会 生徒会交流会 ２１（金）内科検診３年 いじめ防止フォーラム
８（土）県春季陸上大会 ２６（水）期末テスト

県春季大会 ソフト テニス団 卓球個 ２７（木）期末テスト １年心臓検診 13:30
９（日）県春季大会 ソフト テニス予 ２８（金）食事調査説明３年

１１（火）～１３（木）３年修学旅行 ２９（土）通信陸上大会
１４（金）内科検診１年 漢字検定① ３０（日）通信陸上大会
１５（土）県春季大会 ソフト予

※東吾妻中学校のホームページもご覧下さい。生徒の活躍する様子を掲載しています。

http://www.hi-agatsuma-jhs.jp/


