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目指す生徒像「目標に向かって，工夫・改善を加えながら，計画的に努力する生徒」

新入生242名を迎えて、全校695名でスタート
４月７日，校庭の桜の花が満開の中，新入生 242 名を

迎えて平成 27 年度の入学式を無事に行えることができ

ました。

式辞では，中学校生活を有意義に過ごすために

①まず，目標をしっかり持つこと

②目標を達成するために計画をたてること

③良い友達を持つこと

の指針を話しました。大きな希望を胸に抱いて，入学し

た１年生がどれだけ成長するか，今年も新たな期待を持

ちながら学校経営に邁進していきます。

ぜひ多くの皆様の支援，そしてご協力をお願いいたし

ます。

中学校の
活動紹介

【 転出された先生方 】
＊ 教諭 金子 （玉村・南中へ）

＊ 事務長 穂積 （前橋・原小へ）

＊ 教諭 森田 （吉岡・駒寄小へ）

＊ 教諭 上原 （渋川・渋川中へ）

＊ 教諭 女屋 （吉岡・明治小へ）

＊ 教諭 木暮 （交流・県発達障害者支援センターへ）

＊ 教諭 土屋 （片品・南小へ）

＊ 教諭 白井 （みどり・笠懸小へ）

＊ 教諭 市川 （吉岡・明治小へ）

＊ 教諭 佐藤 （伊勢崎・四中へ）

＊ 教諭 真下 （玉村・南中へ）

新しい赴任地でも，ご活躍ください。

＜４月10日(金）

吉岡中学校

退任式の様子

【 新しく来られた先生方 】
よろしくお願いいたします

＊ 事務長 大澤 （前橋・原小より）

＊ 教諭 六川 （吉岡・明治小より）

＊ 教諭 篠原 （県・自然史博物館より）

＊ 教諭 小屋原（玉村・南中より）

＊ 教諭 作田 （高崎・片岡中より）

＊ 教諭 髙橋 （伊勢崎・宮郷中より）

＊ 教諭 荒井 （新採用）

＊ 教諭 佐藤 （新採用）

＊ 教諭 大谷 （前橋・七中より）

＊ 教諭 佐藤 （地公臨）

＊ 教諭 土田 （育休代替）

＊ 教諭 大畠 （初任研の後補充）

＊ 教諭 狩野 （初任研の後補充）

＊ 生徒支援員 羽鳥

＜４月７日(火) 新任式の様子＞



＜平成27年度新校内組織の紹介＞

役 職 氏 名 教科 部活動

校 長 飯塚 理科

教 頭 渡邉 国語

教務主任 木暮 社会 ソフトボール

主任 今成 保体 バレーボール

副〃 飯塚 国語 卓球

１ １組 篠原 理科 卓球

２組 井上 英語 ソフトボール

３組 髙橋 技術 剣道・駅伝

年 ４組 高橋 家庭 合唱

５組 小屋原 数学 バスケット

６組 作田 社会 サッカー・駅伝

７組 金子 数学 陸上

副担 山田 音楽 合唱

副担 佐藤 保体 柔道・駅伝

副担 小林 英語 バレーボール

後補 狩野 保体

ALT ｹｲﾃｨｰ 英語

Caity

主任 和田 理科 テニス

副〃 柴山 理科 陸上

２ １組 林 数学 バスケット

２組 田邊 英語 吹奏楽

３組 高橋 美術 美術

年 ４組 黒澤 音楽 吹奏楽

５組 菊池 保体 剣道

６組 田村 数学 テニス

副担 大谷 国語 バスケット

副担 荒井 国語 水泳

副担 土田 社会 サッカー

後補 大畠 国語

主任 梅山 社会 テニス

副〃 石原 保体 剣道・駅伝

３ １組 小林 数学 陸上

２組 青井 理科 卓球

３組 今井 英語 バドミントン

年 ４組 高橋 理科 野球

５組 森田 美術 バドミントン

６組 岡田 国語 柔道

副担 佐藤 数学 野球・駅伝

副担 山本 数学 バレーボール

副担 石松 英語 文芸

ひま Ⅰ担 六川 技･国 スキー

わり Ⅱ担 遠藤 国語 文芸

Ⅲ担 高橋 国語 水泳

初任指導 浅井 英語 野球

養護教諭 武藤

事務長 大澤

事務 中林

栄養士 福田

司書補助 小林

生徒支援 中島

生徒支援 羽鳥

検診支援 中村

公 仕 高野

公 仕 羽鳥

ｶｳﾝｾﾗｰ 河田

吉岡中学校の生徒のために，頑張りますのでよろ

しくお願いいたします。

中学校からのお願い

＊ 家庭訪問順にご協力を
昨年度の反省を生かし，今年度から小学校のよう

に家庭訪問を地域ごとに組みます。ご家庭の事情も

あると思いますが，ご都合をつけていただきできる

限り担任が組みました訪問順を優先してください。

よろしくお願いいたします。

＊ 校舎北側道路の駐停車の禁止
新入生が入学し１週間が過ぎました。先週、正門

で街頭指導をしましたが、校舎北側の道路で生徒を

車からおろす現場を目撃し指導させていただきまし

た。この道路は，大型のバスが進入禁止となるなど

狭いので，生徒の送迎には大変危険です。もし，生

徒の送迎をする場合は，体育館の西駐車場をご利用

ください。また，生徒のけがなどの理由で自動車を

正門に入れる場合は，学校より「許可証」をお渡し

しますので，教頭までご連絡ください。

＊ 修学旅行に向け治療を早めに
13日(月)から今年の検診が始まりました。この後

検診が続きますが，治療勧告のでた生徒は早めに治

療をお願いします。特に３年生は，修学旅行が５月

に控えています。また，進路の時期で忙しくなる頃

に悪化することも考えられます。早期治療をお願い

します。

＊ アレルギー対策について
昨年度から、県や町教育委員会の指導を受け、ア

レルギー対策として「献立表」と「アレルギー対応

表」を配布しております。また、学校のホームペー

ジにも掲載してありますので，ぜひご覧ください。

http://www.yoshioka.ed.jp

＊ 郡市中体連春季大会
18日からソフトテニスをはじめに，春季大会が始

まります。活躍を期待しています。


