
平成３０年度がスタートしました
昨年の冬はいつになく厳しい寒さが続きましたが、３月中旬からは春が駆け足でやって

来ました。校庭の桜も満開を過ぎ、若葉が芽吹き始めています。第一中学校も本日４月９

日（月）に、新任式・始業式・入学式を実施し、新しい年度が始まりました。今年度も、

本校の教育目標である「豊かな心を持ち、主体的に自律的に行動できる生徒の育成」をめ

ざし、全教職員が一丸となり教育に尽力していきたいと考えおります。是非今後も安中一

中に対する保護者の皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

転退職・転入職員の紹介

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

校 長 田村 仁 松井田小学校 校 長 石坂 克己 安中第二中学校

教 諭 岩井 和恵 退職 教 諭 新井 浩之 安中第二中学校

教 諭 志田 福二 松井田北中学校 教 諭 篠崎 浩明 妙義青少年自然の家

教 諭 日野 達也 磯部小学校 教頭 教 諭 橋本真里子 高崎大類中学校

教 諭 半田 裕司 安中第二中学校 教 諭 吉田美智子 高崎上郊小学校

教 諭 新井 征裕 磯部小学校 教 諭 小金澤伸之 藤岡東中学校

教 諭 萩原 裕輔 富岡南中学校 教 諭 小池 一葉 高崎吉井西小学校

教 諭 小林美奈子 退職 教 諭 根本 真子 新採用

主幹事務長代理 笠井 靜枝 高崎東小学校主幹事務長 教 諭 柗嶋 公平 伊勢崎宮郷第二小学校

初任研代替 齋木 信男 退職 初任研代替 石井 康彦 高崎佐野中学校

生徒指導支援員 松本 千春 退職 主幹事務長代理 橋本 圭 安中小学校

給食調理員 上原 清美 安中小学校 育児短補助 茂木 孝史 高崎北部小学校

通級特支助手 村田 美香 松井田小学校

昨年度末の人事異動で多くの先生方が異動されました。新たに本校へ着任しました教職

員も一生懸命勤務させていただきますのでよろしくお願いいたします。

３０年度の生徒数

１年生 ２年生 ３年生

男８８，女７５：計１６３ 男９０，女８３：計１７３ 男 100、女９６：計１９６

全校生徒数 ５３２名
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３０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 石坂 克己 通級支援 新井 茂樹

教 頭 一場 明夫 養護教諭 井上 真美

教務主任 赤尾 稔 保体 バスケット女子 栄養教諭 渡邉 靖江

１年主任 田中 和男 英語 バレーボール男女 事務 橋本 圭 主幹事務長代理

１－１ 儘田 静哉 理科 卓球男子 事務 八木江梨子 事務主事

１－２ 小池 一葉 音楽 吹奏楽 ＡＬＴ ドナルド キング 英語

１－３ 阪本由美子 国語 バスケット男女 ＳＣ 星 智子 スクールカウンセラー

１－４ 永田 光 美術 美術 支援員 福嶋多恵子

１－５ 森田 剛司 数学 サッカー 支援員 大谷 玉枝

副胆任 新井 浩之 社会 軟式野球 支援員 大山智恵子

副胆任 礒部 恵子 国語 初任補充 石井 康彦 数学

副胆任 根本 真子 数学 吹奏楽 特支助手 佐藤 秀子

２年主任 河原田博英 数学 バスケット男子 特支助手 多胡 文子

２－１ 宮口健太郎 国語 ソフトテニス男子 特支助手 山本 明子

２－２ 小林 七恵 保体 新体操 通級支援 村田 美香

２－３ 善如寺 惇 社会 バレーボール男子 図書司書 土屋 明美

２－４ 下山 麻里 英語 卓球女子 校務員 大手 啓子

２－５ 小金澤伸之 英語 ソフトテニス男子 校務員 大貫 潔

副胆任 橋本真里子 理科 剣道 給食調理 相川希美枝 主任給食員

副胆任 川崎 陽子 家庭 卓球男女 給食調理 太田 知夏

３年主任 佐俣 浩司 数学 サッカー 給食調理 田島さゆり

３－１ 金井 美花 国語 ソフトテニス女子 給食調理 今井麻由佳

３－２ 篠崎 浩明 保体 バレーボール女子 給食調理 鷹野 晴美

３－３ 鈴木 秀樹 社会 剣道 給食調理 須藤 真美

３－４ 根本さおり 保体 陸上競技 給食調理 内田 里美

３－５ 関谷 良太 英語 軟式野球 給食調理 高村 悦子

副胆任 中島 一徳 技術 陸上競技 給食調理 櫻井 英子

副胆任 吉田美智子 社会 ソフトテニス女子 育休等 狩野 智子

副胆任 秦野利恵子 理科 新体操 育休等 中里見恵子

Ａ１ 有馬 民子 社会 演劇（体操）

Ａ２ 久保田美智子 美術 文芸

Ａ３ 柗嶋 公平 保体 ソフトボール

時短補充 茂木 孝史 国語 よろしくお願いします。

年度始めの主な予定
４月１０日（火）対面式、安全講話

１１日（水）身体計測３年

１２日（木）身体計測１・２年、自転車点検

１３日（金）１年部活オリエンテーション、退任式

１７日（火）３年全国学力学習状況調査、１年知能テスト、２年道徳性検査

２０日（金）授業参観、学年懇談会、ＰＴＡ総会

２１日（土）～中体連市春季大会

２３日（月）避難経路確認活動

２５日（水）１・２年生学力テスト、１年非行防止教室

２６日（木）～家庭訪問（詳しい日程は後日）


