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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」

授業参観、学年学級懇談会、ＰＴＡ専門委員会等 たいへんお世話になりました。
４月に実施予定だった授業参観・学年学級懇談会・ＰＴＡ専門委員会は、新型コロナ感染症対策の

臨時休業等により延期されていましたが、９月１０日（木）に実施することができました。

授業参観では、教室内が少しでも密にならないように教室のドアを外し廊下からの参観やベランダ

からの参観もしていただきました。保護者の皆様のご協力ありがとうございました。生徒たちは真剣

にそして張り切って授業に取り組む姿が見られました。

ＰＴＡ専門委員総会では以下のとおり本年度の運営委員等が決定しました（すでに決定していた方を含む）。

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 上原 政則 広 報○堀澤 浩司 東 地 区 ◎谷 直樹 ○奥木 哲
副 会 長 田中 秀信 広 報 中野 絢子 太田地区 ◎髙橋 春寿 ○小池 聡子
副 会 長 轟 忠明 広 報◎矢嶋 将之 原町地区 ◎蜂須賀俊紀 ○綿貫 智春
副 会 長 大前 和代 広 報 浅見 千佳 岩島地区 ◎下田 亜紀 ○山本 新治
（家庭教育委員長） 広 報 黒田 和江 坂上地区 ◎加部 貴宏 ○加部美奈子

学年学級委員会 ◎学年委員長
書 記 黒岩 克美 保健体育◎堀込奈穂子 学級委員長 学級副委員長
書 記 林 寛子 保健体育 町田 祐介 （学年委員） （家庭教育委員）
書記教頭 田中 充弘 保健体育 丸橋巳千雄 １－１ 佐藤 美和 １－１ 上原 弘子
会 計 小池 順一 保健体育○齊藤 順子 １－２◎山田 樹理 １－２ 橋爪 寛子
会 計 成瀨 裕美 保健体育 小池 友美 １－３ 橋爪 純 １－３ 大渕美佐子
会計事務 佐藤 徹 ２－１◎木村 裕子 ２－１ 小池 麻衣
監 査 橋爪 治 環境安全○毛塚 忍 ２－２ 米山 直美 ２－２ 中尾 雅美
監 査 水出 明江 環境安全 剣持美登里 ３－１ 林 寛子 ３－１ 永井 雅之

環境安全◎森尾 春美 ３－２ 齊藤 順子 ３－２ 小林 直美
顧問校長 齊藤 高弘 環境安全 篠原みどり ３－３◎大野 拓 ３－３※福原 綾子
顧 問 水出 正樹 環境安全 山田 明美 ※家庭教育委員会副委員長

１０月第２週から 放課後部活終了時刻（17:30）
ＳＢ下校便運行時刻(１便16:20発（１～３号車）、16:10発（４～８号車）

２便17:45発）変更になります。
本校では、季節によって部活終了時刻や完全下校時刻を変えています。郡駅伝大会終了後は日の入

り時刻も早まるため、部活終了時刻等が早まり、それに伴ってスクールバス下校便の運行も早まりま
す。
なお、スクールバス下校１便については、出発時刻が早められるバスは昨年より１０分早めて運行

します。なお、運行については、中学校だけでの運行ではなく小学校の運行との絡みもあり、現状で
は号車によって１便の出発時刻の差がありますことはご了承いただきますようお願いいたします。
また、文化祭（１０／３０）終了後は、放課後部活終了時刻が１７：１５、完全下校１７：３０と

なり、それに伴ってスクールバス下校便の運行も早まる予定です。
運行時刻については、「スクールバス運行表・完全下校時刻予定表」をご覧ください。



中体連新人大会が始まりました
１・２年生が主体となる初めての公式大会となる新人大会が始まりました。中止

となった夏の総体の代替大会であった夏季交流会に引き続き、応援等の制限のある

中ですが選手は精一杯頑張ってくれています。

○郡中体連新人大会
卓球（９／１２） 男子団体 第４位 （１勝３敗）

男子個人 優 勝 石村 峻太郎
ソフトボール（９／１２）

準優勝 決勝戦 １０-１２ 対中之条中

渋川北群馬中学校新人水泳大会（８／２９）
女子５０ｍ自由形 第１位 橋爪瑠那 ３２秒１６（県大会出場９／１３）
女子５０ｍ自由形 第３位 山田和実 ３３秒６３（県大会出場９／１３）

○県中体連新人大会
陸上（９／１２） 共通男子１００ｍ 第５位 小林 匠統 １１秒９３

共通男子走高跳 第４位 佐々木奏真 １ｍ４５
１年男子走幅跳 第１位 萩原 尚斗 ５ｍ３６
４× 100ｍリレー 第８位 下前智慈・小林匠統・萩原尚斗・小池高聖

４９秒５４
○第66回全日本通信陸上競技大会群馬県大会アシックスチャレンジカップ（８／２２）

男子２年１００ｍ 第５位 小林 匠統 １２秒０６

９月の予定
１９（土）郡新人大会 ２３（水）～２５（金）交通安全街頭指導

バレーテニス団野球ソフト予 ２４（木）スクールカウンセラー来校
２０（日）郡新人大会 バスケ野球予テニス予 駅伝試走②、短縮６時間授業

吹奏楽定期演奏会（体育館 14:00～） ２５（金）生徒会選挙告示
２１（月）敬老の日 ２６（土）郡新人陸上

郡新人大会 野球予テニス予 ２８（月）駅伝試走③短縮５時間授業
２２（火）秋分の日 ３０（水）３年修学旅行代替バス旅行
２３（水）２年高原学校（日帰り）部活動休止日

３年学力テスト④

１０月の予定
１（木）スクールカウンセラー来校 １８（日）県新人大会
２（金）郡総体駅伝壮行会、英語検定② １９（月）校内教育支援会議、午後部活動休止日
３（土）郡総体駅伝競走（渋川） ２０（火）文化祭集中準備期間①短縮６時間授業
４（日）郡総体駅伝競走予備日（嬬恋） ２１（水）集金日、部活休止日
５（月）職員会議、校内研修 文化祭集中準備期間②短縮６時間授業

教育実習１０／５～２３（金） ２２（木）集金日、スクールカウンセラー来校
午後部活動休止日 文化祭集中準備期間③短縮６時間授業

７（水）指導主事要請訪問、短縮６時間授業 ２３（金）漢字検定、教育実習最終日
部活休止日 文化祭集中準備期間④短縮６時間授業

８（木）１年生交流学習、クリーン作戦 ２４（土）県新人大会
９（金）県新人大会壮行会 ２６（月）指導主事要請訪問

１０（土）県新人大会 午後部活動休止日
１１（日）県新人大会 ２７（火）文化祭集中準備期間⑤短縮６時間授業
１２（月）生徒会役員選挙 ２８（水）群馬県民の日
１４（水）３年生進路説明会、部活動休止日 ２９（木）文化祭会場準備５，６校時

ＰＴＡ運営委員会 文化祭集中準備期間⑥短縮６時間授業
１５（木）スクールカウンセラー来校 ３０（金）校内文化祭(※給食カット)部活動休止日
１７（土）県新人大会 ３１（土）県新人大会：バレー

※今後の社会情勢の変化により対応が大きく変わる場合があることをご了承ください。

※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/


