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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」

入学式が行われました。
４月７日（木）、東吾妻中学校入学式が７８名の新入生を迎え厳粛に行われました。

２、３年生を含め総勢２７１名の生徒が力を合わせ、一人一人が学習や部活動等で活躍し、活
力ある学校となるよう教職員一同、一丸となって取り組んでいく所存です。保護者並びに地域の皆様

には、今年度も学校の教育活動にご理解とご協力をお願いいたします。また、昨年度同様、新型コロ

ナ感染防止対策をしながら各種行事の実施の有無、実施方法等を検討していきますことにも、ご理解

・ご協力をよろしくお願いいたします。

令和３年度末人事異動〔敬称略〕
転退出 転入・新採用

教頭：田中 充弘 北毛青少年自然の家へ 教頭：桑原 亮一 中之条町立中之条中学校より

教諭：剣持 修 定年退職 教諭：山本 順子 中之条町立中之条中学校より

教諭：武井 雅俊 中之条町立六合中学校へ 教諭：関 正枝 東吾妻町立原町小学校より

教諭：桑原 瑞穂 東吾妻町立原町小学校へ 教諭：宮﨑 治香 草津町立草津中学校より

教諭：木暮みさ子 草津町立草津小学校へ 教諭：黒岩 功太 中之条町立六合中学校より

養護教諭：中沢 加代 定年退職 教諭：土屋謙太郎 新採用

補佐事務長：佐藤 徹 定年退職 教諭：竹重 智子 中之条町立中之条小学校より

（再任用により長野原町立東中学校へ） 教諭：吉野 翔 長野原町立長野原東中学校より

マイタウンティーチャー：奈良 保宏 退職 養護教諭：小板橋智恵子 中之条町立中之条小学校より

マイタウンティーチャー：松村 宏美 退職 補佐事務長：市村 真 嬬恋村立嬬恋中学校より

マイタウンティーチャー：朝日 香織 退職 事務長代理：清水 充 東吾妻町立太田小学校より

公仕 ：片貝 敏 退職 教諭：岡田 典子（兼務：中之条町立中之条中学校）

マイタウンティーチャー：松本 聡

スクールソーシャルワーカー：松岡 一明

拠点校指導員：木村 裕子（兼務：中之条町立中之条小学校）

初任研後補充：松倉 麻友

公仕：小池 昌代



令和４年度：教職員の配置
教職員 教科担当等 教職員 教科担当等

校 長 唐澤浩二郎 サポート３担任 伊能 章広 社会１年

教 頭 桑原 亮一 サポート４担任 高橋 直樹 社会３年

教務主任 日野 響子 英語３年 通級担当 関 正枝

３学年主任 宮崎 和子 数学３年 美術兼務 岡田 典子（中之条中） 美術１･２･３年

３－１担任 金敷 啓吾 保体３年 養護教諭 小板橋智恵子

３－２担任 黒岩佐登美 家庭１･２･３年 補佐事務長 市村 真

３－３担任 須藤 宣之 国語３年 事務長代理 清水 充

３年副担任 山本 順子 理科２・３年 公 仕 小池 昌代

３年副担任 竹本 雅彦 技術１･２･３年 Ａ Ｌ Ｔ ベンジャミン

２学年主任 剱持 敬藏 音楽１･２･３年 Ａ Ｌ Ｔ ラッシェル

２－１担任 田村 知己 数学２年 Ｍ Ｔ 松本 聡 生徒支援･保護者相談

２－２担任 剣持 智之 社会２年 〃 三枝 寿子 数学･特支補助

２－３担任 宮﨑 治香 英語２年 〃 高橋あつ子 数学･特支補助

２年副担任 髙橋由香里 国語２年 〃 山中 敦子 数学･特支補助

１学年主任 古塩 篤志 数学１年 特別支援員 青栁あずさ 英語･特支補助

１－１担任 黒岩 功太 国語１年 〃 菅谷 典子 特支補助･図書支援

１－２担任 大川 愛弓 英語１年 〃 仲丸 貴子 養護補助･特支補助

１－３担任 唐澤 弥 理科１・２年 Ｓ Ｃ 小林 一郎

１年副担任 土屋謙太郎 体育１年 ＳＳＷ 松岡 一明

サポート１担任 竹重 智子 拠点校指導員 木村裕子（中之条小） 初任研指導

サポート２担任 吉野 翔 体育２年 初任研後補充 松倉 麻友

部活動 顧問 部活動 顧問

軟式野球 金敷 啓吾 古塩 篤志 バレー女子 宮崎 和子 黒岩 功太

ソフトボール 須藤 宣之 黒岩佐登美 卓球男子 日野 響子 宮﨑 治香

ソフトテニス男子 剣持 智之 高橋 直樹 陸上競技 土屋謙太郎 大川愛弓 吉野 翔

ソフトテニス女子 田村 知己 髙橋由香里 吹奏楽 剱持敬藏 竹本雅彦 関 正枝

バスケット男子 山本 順子 伊能 章広 金敷 啓吾 大川 愛弓

バスケット女子 唐澤 弥 竹重 智子 土屋謙太郎 吉野 翔

ものづくりサークル 竹重 智子 関 正枝

４月の予定
８（金）交通安全教室(6校時）、自転車検定 ２０（水）授業参観 委員総会 懇談会

身体計測視力聴力検査(3,4校時) ＰＴＡ運営委員会
１１（月）生徒会オリエンテーション(3,4校時） 歯科検診① 部活動休止日

部活動見学① ２１（木）貧血検査・小児生活習慣病検査
１２（火）学校オリエンテーション（5校時) ２３（土）郡春季大会：野球・ソフト・バレー・テニス個・卓球

専門委員会 部活動見学② ２４（日）郡春季大会：野球・ソフト予・バスケ・テニス団・剣道
１３（水）中教研中体連各部総会 ２５（月）職員会議③ 校内研修① 部活動休止日

１３：００一斉下校、部活動休止日 ２６（火）内科検診(１年）13:30～
１４（木）１年知能検査、部活動体験① ２９（金）昭和の日
１５（金）部活動体験② 郡春季大会：野球予・テニス予
１８（月）部活動体験③ ３０（土）郡春季大会：野球予・テニス予
１９（火）全国学力学習状況調査、部活動正式入部

５月上旬の予定
２（月）安全点検日 ７（土）郡春季大会：陸上
３（火）憲法記念日 ９（月）職員会議④ 専門委員会
４（水）みどりの日 １０（火）２年食事調査 16:00～
５（木）こどもの日
６（金）内科検診 2年 13:30~

※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/

駅伝競走


