
赤堀中学校 学校だより Ｎｏ １

赤 心（せきしん）
～豊かな感性 確かな知性 あふれる意欲～ ２０２１．４．７

令和３年度 新たなスタート
桜の花がまだ咲いている４月７日（水）、始業式と入学式が行われ、気持ちも新たに令和３年度がス

タートしました。今年度も赤堀中学校の教育活動にご理解とご協力をお願いいたします。

【赤中を去られた先生】 【赤中に新しく来られた先生】
齋藤 亮一 校長 境南中学校へ 佐藤 明 校長 総合教育センターから
岡田 忠 補佐事務長 第三中学校へ 小塚 嘉一 主幹事務長 高崎・佐野小学校から
狩野 伸江 教諭 ご退職 鈴木 優一 教諭(社) 北小学校から
吉澤 希美 教諭 宮郷中学校へ 三輪 洋介 教諭(英) 宮郷中学校から
木島 恵子 教諭 第三中学校へ 吉井 若菜 教諭(英) 殖蓮中学校から
岸 基弘 教諭 四ツ葉学園へ 鈴木 夢人 教諭(体) 薮塚本町小学校から
中村 有希 教諭 茂呂小学校へ 川和 真菜 教諭(数) 高崎堤ヶ丘小学校から
菅原 颯樹 教諭 玉村町立南中学校へ 三田 涼乃 教諭(理) 新採用
田中 宏 教諭 第三中学校へ 大塚 弘之 拠点校指導 三郷小学校から
菅沼 明広 教諭 第四中学校へ 齋藤 美果 教諭（英） 境南中学校
大嶋 玲子 教諭 宮郷第二小学校へ 中澤 應 教諭 (英) 第一中学校から
石井 義之 教諭 赤城南中学校へ 関 珠那 教諭（体） 境北中学校から
座間 智子 教諭 さいたま西原中学校へ 園田 直也 教諭（数） 第三中学校
辻 直樹 教諭 境南中学校へ 坂上 理華 教諭（音） 新採用
照井 望 教諭 太田市・東中学校へ 松嶋 いづみ 教育相談員 あずま中学校から
定方 佐知子教諭 共愛学園小学校へ
星野 彩夏 教諭 赤堀東小学校へ
齋藤 亮介 教諭 あずま中学校へ
千田 文昭 教諭 あずま中学校へ
角田 治雄 学習指導員 ご退職
石田 多津代 学習指導員 ご退職
甲斐 瞳 スクールサポートスタッフ ご退職

☆ 職員を紹介します。１年間よろしくお願いします。
【校長】佐藤 明 【副校長】前原 文哉 【教頭】木村 克巳

１学年 ２学年 ３学年
組 担 任 副担任 組 担 任 副担任 組 担 任 副担任
１ 三輪 洋介 伊藤 孝裕 １ 石井 雅俊 西山 明子 １ 大内 敦 平山 貴章
２ 川和 真菜 髙橋 勝利 ２ 毒島 彩葉 丹野 晴子 ２ 小林 勇登 園田 直也
３ 坂部 洋平 伊藤 孝裕 ３ 齊藤 恵介 坂上 理華 ３ 坂本 茂樹 丸橋真理子
４ 栗原 克行 関 珠那 ４ 鈴木 夢人 西山 明子 ４ 北爪 眞実 園田 直也
５ 鈴木 優一 関 珠那 ５ 中尾 之也 齋藤 美果 ５ 駒倉 良樹 本木 靖
６ 三田 涼乃 諸岡 知晃 ６ 新井 涼平 齋藤 美果 ６ 吉井 若菜 平山 貴章
７ 今井 雅人 諸岡 知晃 ７ 藤倉 達哉 坂上 理華 ７ 柿沼 和希 安中 奈緒

８ 星野 誠 安中 奈緒
学年主任 髙橋 勝利 学年主任 丹野 晴子 学年主任 丸橋真理子

あ １ 齋藤 正江 教務主任 小幡 啓 教育相談員 松嶋 いづみ
か ２ 川合 菊代 副担任 初任研拠点校指導員 大塚 弘之 教育支援員 井出 昌美
ぎ ３ 大木 秀文 小幡 啓 ALT ｲｱﾝ・ﾀｰﾅｰ 教育支援員 後閑 佳子
ね ４ 小此木俊光 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 笛木 鮎子 校務支援員 角橋香代子

5 中澤 應 図書館事務職員 岡田みどり 日本語指導ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 佐藤 康
養護教諭 田澤 桂子 労務技士 高山 保雄 杉戸 夏樹
事務職員 小塚 嘉一 柏原 のあ 外国籍支援助手 カスティリョ マリビック マカブハイ 船戸嘉津実

お世話になりました よろしくお願いします




