
令和４年度スタート

校庭の桜も例年より少し早い咲き始めでしたが、新入生の入学を待っていたかのようにきれいに咲
いています。本日、新たに１８８名の１年生を迎え、全校生徒５２６名で令和４年度をスタートします。
昨年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、休校等にはならず、工夫しながら学校

行事も行ってきましたが、日程が変更となったり縮小・中止になったりするものもありました。部活動に
おいても春季と新人の県中体連の大会も中止となり目標を見失いそうになることもありました。しか
し、みんなで力を合わせ、無事に学びを止めることなく一年を過ごすことができました。
今年のスタートも、新型コロナウイルス感染症の防止対策をとりながらですが、本日からスタートし

ます。４月に行う各行事においても十分感染症に注意しながらですが取り組んでいく予定です。学校
では、今後も感染症対策を継続して取り組んでいきますが、ご家庭におかれましても、朝の健康観察
や検温、欠席時の連絡等で大変お世話になりますがよろしくお願いします。この新型コロナウイルス感
染症に打ち勝つためにもご家庭と同一歩調で感染予防に努めていければと思っています。
今年度も学校教育目標として「学びを活かし、未来を拓く」を掲げ、一人一人の生徒が一中生とし

てのプライド（誇り）を持ち、それぞれの目標に向かって日々努力を重ねていって欲しいと願っていま
す。教職員一同、生徒たちの成長のお手伝いができればと思っています。保護者の皆様にも引き続き
ご理解、ご協力をお願いいたします。

４月の主な行事 感染症対策等

７日（木）新任式 始業式、入学式 今年度も継続して行います。
８日（金）対面式 部活動顔合わせ PTA新旧本部

１１日（月）学級写真 ２年身体計測 ◎マスク着用、手洗い、うがいの励行
１２日（火）１年身体計測 自転車点検 部活動ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ◎教室等の換気
１３日（火）３年・Ａ組身体計測 避難経路確認活動 ◎３密の回避

１年部活動見学開始 ◎手指消毒
１４日（木）３年確認テスト ２年歯科検診 専門委員会 ◎朝の検温
１５日（金）授業参観 懇談会 ＰＴＡ総会 ◎健康観察カードの提出
１６日（土）学びアップ週間（～２２日） ◎こまめな水分補給（水筒持参）
１８日（月）全校集会 ◎規則正しい生活（食事・睡眠・運動）
１９日（火）全国学力学習状況調査（国・数・理）

１、２年学力検査 １年非行防止教室 ※本日配付通知の「生徒の健康管理につ
２１日（木）２年歯科検診 いて」「生徒の皆さんへ」をご一読くださ
２２日（金）１年歯科検診 い。
２３日（土）市春季大会（野球、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞｽｹ、ﾃﾆｽ、ｻｯｶｰ）
２４日（日）市春季大会（野球、ﾊﾞｽｹ、ﾃﾆｽ）
２５日（月）１年内科検診 ◎感染拡大を防ぐために、次の点について
２６日（火）３年内科検診 集金日 は今年度も昨年度同様お願いします。
２７日（水）１年内科検診 ★朝、体調が悪かったら必ず休む。絶対無理
２８日（木）１年知能検査、部活動編成会議 をしない。医療機関へ行って診てもらう。
２９日（金）市春季大会（ｻｯｶｰ、剣道） ★家族に体調不良者（風邪症状等）
３０日（土）市春季大会（ﾊﾞﾚｰ、ｻｯｶｰ） がいたら、本人は大丈夫でも休む。

５月２日（月）二者面談～１２日（木） ★ＰＣＲ検査等を本人、家族が受ける場合には
４日（水）市春季大会（新体操） 欠席する。結果が出るまで登校はしない。

また、学校に連絡を入れる。休みの日
※保健関係詳細については、保健だよりでご確認ください。 でも校長の携帯電話まで連絡をする。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、 学校 027-381-0459
行事が変更となることがありますがご了承ください。 校長（一場）の携帯電話
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令和４年度の生徒数 （4月７日現在）全校生徒数526名（男子279名、女子247名）

１年生 ２年生 ３年生

男103名 女85名：計188名 男96名 女84名：計180名 男80名 女78名：計158名

転出・転入職員の紹介
令和４年４月１日付けで以下の人事異動がありました。前任者同様、転入職員に対してご支援

ご協力を賜りますよう、お願いいたします。

転退職職員 転入職員
職 名 氏 名 転出先等 職 名 氏 名 前任校等
教 諭 新井 浩之 退職 教 諭 佐俣 浩司 松井田東中学校
教 諭 谷川 啓子 下仁田中学校 教 諭 軽部 英理 安中第二中学校
教 諭 中里見恵子 松井田小学校 教 諭 大﨑 李佳 前橋元総社北小学校
教 諭 儘田 静哉 高崎群馬南中学校 教 諭 巻田 俊一 水上中学校
教 諭 和田 純佳 退職 教 諭 藤原 基幸 高崎佐野小学校
教 諭 小金澤伸之 原市小学校 教 諭 倉林 凌佑 太田毛里田小学校
教 諭 粟野 実結 高崎高南中学校 教 諭 窪田 光貴 新規任用
教 諭 佐々木英明 退職 教 諭 笠原恵美子 松井田南中学校
教 諭 川村 留美 転任 教 諭 原田恵里子 松井田小学校
教 諭 中野 秀樹 藤岡鬼石中学校 教 諭 新井 健吾 新規任用
教 諭 福田 秀子 安中第一中学校 初任研後補 福田 秀子 第一中学校任用替え
初任研後補 松岡 純子 退職 相談員 古川 玲奈 第一中学校任用替え
ＤＸ教育 古川 玲奈 安中第一中学校 給食調理員 和田 宏枝 原市小学校
給食調理員 田島さゆり 退職
給食調理員 高村 悦子 安中第二中学校

令和４年度の安中一中の教職員組織

職名等 氏 名 教科等 部活動顧問等 職名等 氏 名 教科等 部活動顧問等

校長 一場 明夫 通級支援 秋和 義則 国語 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ女子（柔道）
教頭 日野 達也 通級支援 原田恵里子 国語 （ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）
教務主任 伊藤美奈子 英語 ソフトテニス女子 養護教諭 大廣 智香
１ 年 主 任 佐俣 浩司 数学 サッカー 栄養専門 堀口 圭子
１－１ 塩野 宏佳 理科 バレーボール女子 事務 猿谷 泉
１－２ 大﨑 李佳 国語 演劇部 ＡＬＴ グウエン 英語
１－３ 田美智子 社会 ソフトテニス女子 ＡＬＴ スター 英語
１－４ 金井 美花 国語 ソフトテニス男子 ＡＬＴ アンジェラ 英語 5月から
１－５ 廣木 拓 数学 バスケット男子 ＳＣ 星 智子 スクールカウンセラー
１－６ 巻田 俊一 英語 ソフトテニス男子 SSW 松岡 一明 スクールソーシャルワーカー
副胆 任 軽部 英理 音楽 吹奏楽 業務補助 田嶋 凌也
副胆 任 倉林 凌佑 理科 卓球男子 I C T 田中 大翔
副胆任 新井 健吾 保体 ソフトボール女子 支援員 大谷 玉枝
２ 年 主 任 小川 正 国語 バレーボール女子 支援員 大山智恵子
２－１ 善如寺 惇 社会 バレーボール男子 支援員 福田 秀子 初任研後補充兼任
２－２ 狩野 未来 美術 美術 支援員 古川 玲奈
２－３ 中里 瑠奈 理科 卓球女子 特支助手 佐藤 秀子
２－４ 藤原 基幸 社会 バレーボール男子 特支助手 多胡 文子
２－５ 橋本 知侑 数学 新体操 特支助手 山本 明子
副胆任 細川 努 保体 陸上 特支助手 鈴木 舞子
副胆任 笠原恵美子 英語 卓球女子 特支助手 長谷部洋子
３ 年 主 任 鈴木 秀樹 社会 剣道 通級支援 村田 美香
３－１ 関谷 良太 英語 軟式野球 図書司書 富田 孝子
３－２ 佐藤 史織 国語 バスケット女子 校務員 大手 啓子
３－３ 新井 俊幸 数学 剣道 校務員 大貫 潔
３－４ 根本 さおり 保体 陸上 給食調理 和田 宏枝
３－５ 櫻井 竜介 保体 バスケット男子 給食調理 黒田知恵美 ※総勢６９名のスタッフで
副胆 任 石田 聡 技術 卓球男子 給食調理 太田 知夏 頑張ります。
副胆 任 窪田 光貴 家庭 サッカー 給食調理 今井麻由佳
副胆任 秦野利恵子 理科 新体操（水泳） 給食調理 鷹野 晴美 どうぞよろしくお願いします。
Ａ１ 久保田美智子 美術 文芸 給食調理 須藤 真美
Ａ２ 富岡 健人 保体 軟式野球 給食調理 内田 里美
Ａ３ 伊丹 直美 音楽 吹奏楽 給食調理 富岡 直美
Ａ４ 櫻井 敦子 保体 バスケット男女 育休 下山 麻里 英語

育休 青木 一葉 音楽


