
 5/1（火）スプリングフェスティバルが開催されました。

縦割りで３グループ（赤団、青団、黄団）に分かれてスポーツを競い合う本年度初の団活動です。

新１年生の緊張もすぐに溶け、それぞれの団で力を合わせ楽しく活動することができました。

            

県東地区中学校陸上競技大会

家庭教育学級開級式

スプリングフェスティバル

優勝 青団

ＰＴＡ本部紹介

新広報委員６人で話し合い無事

に記念すべき第１５０号を発行する

ことができました。

先生方、ＰＴＡ会長さん、ご協力い

ただきましてありがとうございまし

た。

第１５１号も見ごたえのある広報紙

を目指したいと思います。

皆さま１年間どうぞ宜しくお願い

致します。

広報委員一同

５/１６（水）熱い声援を受け、選抜選手たちは、ケーズデンキスタジアムにて日頃の

練習の成果を発揮することができました。

★入賞者★
３年 １００ｍ １位 安藤 和良

共通１５００ｍ 4位 清水 日向

共通１１０ｍＨ 5位 石原 秀真

共通砲丸投 ４位 宮内 広大

１年 800ｍ ４位 梶原 光

共通1500ｍ １位 安藤 悠乃大会新

共通走高跳 ７位 清水 真綺

７/１（日）県通信陸上、７/１５（日）、１６

（月）県総体陸上が笠松陸上競技場にて

行われ、以下のメンバーが出場しました。

３年 １００ｍ 安藤 和良

共通 砲丸投 宮内 広大

１年 ８００ｍ 梶原 光

共通 １５００ｍ 安藤 悠乃

共通 走高跳 清水 真綺

安藤悠乃さんは県通信、県総体ともに、

共通１５００ｍで、見事優勝し、８/８（水）,９

（木）に行われる関東大会に出場が決ま

りました✨

更なる大舞台での活躍を期待していま

す！

６/26（火）第１回家庭教育学級開級式を行いました。

第１部の立野健二先生による「思春期の子供への関わ

り方」は中学生の子供を持つ親に、大きな安心と自信を

与えてくださいました。

第２部の真室唯菜先生による「爪先ピカピカ✨ネイル

ケアレッスン」では、あっという間の簡単なお手入れとコ

ツで綺麗な手と輝くネイルの指先が出来上がりました。

成人委員の皆さん、楽しい企画

運営をしていただきありがとう

ございました。

次回も楽しみにしております。

今年度ＰＴＡ会長を務めさせていただく事

になりました石津裕一です。役員になられた

皆さんは、人当たりが良く、コーディネーター

としての力もあり、保護者と学校間、また役員

間の調整者として優れている方々です。保護

者や先生方のご理解、ご支援、ご協力をお願

い致します。子ども達にも信頼される運営を

果たしていけるよう努力し、頑張って参ります。

最後に「楽しかったね！」と言える言われる

ような運営委員会を目指してまいります。

１年間よろしくお願い致します。

ＰＴＡ会長 石津 裕一

生徒数 153名
男 子 78名

女 子 75名
お お と り

７/４～７/６に開催された

県東地区総合体育大会に

向けての選手壮行会が６/２

２に行われました。

３年生お疲れさまでした！

野球部サッカー部

男子卓球部男子バスケットボール部 女子バスケットボール部 女子卓球部

校外活動部吹奏楽部 テニス部バレーボール部



二川 忠典 校長先生

１） 人との出会い。そして一生のつき合い。

（こんなに多くの人と出会える仕事は他に

ないのでは?）

２） 学校まで片道４ｋｍを歩って通っていまし

たがその途中で友達との他愛もない話が

楽しかった。

柳田 清隆 教頭先生

１） たくさんの子どもたちと出会い、思い出が

つくれること。

２） 毎日部活動に取り組み、練習や試合で友達

と楽しみながらプレーできたこと。

荒沼 敦 先生 教務主任

１） 心が若くいられる。笑顔で過ごすことが

多くなった。

（特に波二に勤務してから。）

２） 友達とバカなことをして過ごした時間。

部活。 睡眠時間。

大槻 敏之 先生 ３学年主任

１） おいしい給食を毎日たべられる。

生徒と一緒に笑い、涙を流すことができる。

２） 体育祭のムカデ競走で全校優勝した瞬間。

髙岡 祐貴 先生 ３年１組担任

１） 生徒と一緒に自分自身を成長させられる

ことです。毎日毎日を生徒が楽しませてく

れます。ありがとう！

２ 体育祭のムカデ競走です。友達と仲良くし

たり、喧嘩したりしながら、たくさんカサブタ

つくり、ケガをし...楽しかったです！

金子 翼 先生 ３年２組担任

１） たくさんの子ども達の成長していく姿を見

られること。

またその瞬間に一緒の時間を過ごせること。

２） 体育祭、文化祭などの行事。（友達とその

練習をしている時）

木村 美奈子 先生 ２学年主任

１） 授業中に、「なるほど」とか「へえ～」とい

う声が聞こえると幸せを感じます。そして

子供たちと一緒に同じ気持ちを味わえた時

は喜びでいっぱいになります。

２ 友達との“様々な”やりとり。

柴崎 陽子 先生 ２年１組担任

１） 中学生の頑張る力をたくさん見られること

です。

２） アマチュア漫画家さんのところでの職場

体験です。

初めて漫画を描く道具に触れました。

高野 唯斗 先生 ２年２組担任

１） わかめごはんが食べられることです。

２） 部活動の後の友人との語らいです。

柴田 雅弘 先生 １学年主任

１） 毎年たくさんの出会いがあることと、

生徒と一緒に自分も成長していけること。

２ 体育祭、合唱コンクールではなく、友達

との日常の会話やバカをやったこと。

塚本 英二郎 先生 １年１組担任

１） 毎年たくさんの先生や生徒と出会える

こと。

２） 毎日が楽しすぎたので一番が決められ

ません。すみません。

髙橋 綾乃 先生 １学年副担任

１） 毎日おいしい給食が食べられること。

たくさんの子ども達と一緒に成長できるこ

と。

２） やっぱり部活動です。

ツラい事もありましたが、友達と部活を頑

張っている時が一番楽しかったです。

木内 宏子 先生 用務員

１） 生徒との出会いと成長を見ること。

２） 部活の楽しさ。

高橋 秀樹 先生 ふれあい学級担任

１） 子ども達の成長の様子を間近で感じるこ

とができること。

２） 海や川、野原などの自然の中で、思い切

り友達と遊んだこと。

大山 奈緒美 先生 養護教諭

１） 生徒と一緒にいろいろな思い出を作って

いくことができる。

２） 部活動（ソフトテニス部でした）。

中山 倫子 先生 介助員

１） 生徒達から面白い話を沢山、聞いて、笑っ

て、年代の違う話題が知れること。

２） 夏休みに部活の合宿で学校に宿泊し、理

科教室まで行き、ホルマリン漬けをさわって

帰ってくるきもだめしをしたこと。

西 智美 先生 学習指導補助教員

１） たくさんの子達と触れ合えて毎日が楽し

いです。

２） ソフトテニス部で毎日一生懸命練習した

ことです。

池田 ふく代 先生 係長

１） 事務職員は直接児童・生徒とかかわる

機会がありませんが、子ども達が、様々な

場面で活躍しているニュースを聞くと、自

分の事のようにうれしくなります。

２ 放課後の教室で、友だちと話したり、ふざ

けたりしていた事かな。超弱かった部活も、

頑張っていたので、楽しい思い出です。

岡野 幸子 先生 １学年副担任

１） 自分の夢だった部活の顧問になれて生

徒と共に活動できたことです。

２） 八ヶ岳登山で夜、流れ星をたくさん見て

一晩中寝なかったことです。

多田 栄子 先生 心の教室相談員

１） 私は教員ではない立場で勤務させて頂

いていますが、子供達が一生懸命にがんば

り、楽しそうに、時に悩んだりしながら、たく

ましく 成長していく姿がみれて、ここで勤

務できて良かったと思っています。

２） 休み時間に友達と。ふざけていた時が一

番楽しかったです。（何も考えていませんで

した。）

溝口 和夫 先生 拠点校指導教員

１） 担任での卒業式を迎えた時。

２） はるか前の事なので ・・・・修学旅行。

荒張 幸子 先生 ３学年副担任

１） 授業や部活動などで目標に向かって努力

する生徒を近くで支えてあげられることです。

生徒の「できた！」と喜ぶ姿を見られるのは

いつでも嬉しいです。

２） 中学３年生の時の体育祭です。応援団とし

てメンバーと団を盛り上げようと様々なアイ

ディアを出して実践し、応援で賞をもらうこと

ができました。

宮北 典子 先生 あすなろ学級担任

１） （生徒たちの笑顔が・・・とか、生徒の成長が

・・・とかは当たり前なので、あえてそれ以外を

挙げるならば）福利厚生がしっかりとしてい

ること、様々な権利が守られていることです。

２） 生徒会の活動。放課後や休みの日に仲間

や先生方と一緒に準備を行い、学校行事を

自分たちで創り上げているという実感がも

てたこと。また、それらが成功したこと。

山下 法子 先生 スクール

カウンセラー

１） 生徒の皆さんの笑顔に出会えたときです。

嬉しかったです。

２） コーラス部活で合唱をしていたことです。

夏休みに１日中練習していました。懐かしい

です。

ベッキー 先生 ＡＬＴ

１） 生徒たちが外国語を理解できるように支

援できるようになったことです。昨年、日本

語を勉強したことで、英語を日本語に言い

かえることが、どれだけ難しいことかがわか

りました。

２） スポーツ旅行、アラスカは各学校がとても

離れています。だからスポーツをするのにバ

スで数時間移動しなければなりません。だけ

ど、ブランケットをもちこみ、ＤＶＤプレーヤー

や、おかし、音楽などを聞きながらバスにの

れました。移動中のバスの中では、おしゃべ

りしたり、遊んだり、おかしを食べたりしなが

ら、友だちと仲良くなったりすることができ

ました。

和知 葵 先生 １年２組担任

１） 生徒のみなさんに「ありがとう」と言っ

てもらえること。

２） 体育祭（クラス対抗で優勝できました。）

桐本 真由美 先生 学校図書館指導員

１） 若い子とたくさん話をすることで 自分

も若返った気がします。

２） 高校、大学と女子校だったので学校に男

子がいたことです。

先生紹介


