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<重点目標> 

  「対話で学び、精一杯活動！！」 

ホームページもご覧ください 
http://www.chikuma-ngn.ed.jp/~hanyujh/ 

平成30年度 埴生中学校教職員紹介 

ひとりで悩まないで、相談してください 

  中学校時代は、多感な時期とよく言われます。人間関係の難しさを知り、親子関係にも

変化が見られ､つい反抗的になったり､怒りっぽくなったりすることもあります｡  

 反面､人の心をくみとることもできるようになる時期でもあります。まさしく、自立への道

を着実に歩み出しています。中には、ひとりで困ってしまったり、悩んでしまったりすること

も出てくるでしょう。 

 中学校では、ひとりで悩まないためにも、下記のような窓口を設置しています。 

◇ 学校の相談窓口 

＊ 学校生活の中で、困ったことや、悩んだりしたことがあったら、学級担任の先生はじ

め、どの先生でもいいので相談してください。 

＊ 学校の相談窓口は、保健室です…保健の辻先生に気軽に相談してください。 

◇ スクールカウンセラーとの相談…小林 摂子先生が話を聞いてくれます。 

＊ 月に1～２回相談できます。詳しくは学校から出されたプリントをご覧ください。 

 

＜保護者の皆さまへ＞ 

● スクールカウンセラーと相談を希望される場合は、担任までご連絡ください。日

程等を調整して、係からご連絡いたします。 

● お子さんについて、何か困ったことがありましたら、担任はじめ、学校職員に気軽

にご相談ください。 この看板が目印です 

（文責） 教頭 村松 啓司 

担当 名前 教科  担当 名前 教科 

校長   丑丸 明英 技術  ３年２組担任  大井 悠己 国語 

教頭  村松 啓司 保体・養学  ３年３組担任 ◎中澤 正明 数学・社会 

教務主任（２学年副担任）   畑 公彦 英語  ３年４組担任  髙橋 ひかり 社会 

１年１組担任  洞口 淳（鎌田中より） 保体  ３学年副担任(進路指導主事)   倉田 健治 国語･社会 

１年２組担任  北村 亜矢子 美術  ３学年副担任  宮崎 史子 家庭・数学 

１年３組担任 ◎郷原 克彦 社会  ３学年副担任  丸山 綾子 数学 

１学年副担任  渡辺 祐一（治田小より） 理科  養護教諭  辻  佳代   

１学年副担任   近藤 武彦 英語  事務主任   山崎 住夫  

２年１組担任  松田 智津子 英語  国語指導教員  白井 亜希 国語 

２年２組担任 ○瀧澤 貴 数学  適応支援員  粕尾 智江子   

２年３組担任 ◎塚田 伸一 音楽  図書館司書  須坂 綾   

２学年副担任  中村 春彦 理科  特別支援教育支援員  栁澤 容子   

５組担任・２学年副担任  山口 直子（上松中より） 英語  庁務員  角  恒雄   

６組担任・２学年副担任  大平 栄吉 保体  庁務員  窪田 今朝人   

３年１組担任 ○小林 啓司 技術  ＡＬＴ  ｷﾝｸﾞ ｶｰｸ ｱｼｭﾚｲ 英語 

◎学年主任  ○学年副主任       

 生徒昇降口にも掲示されています。 
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平成30年度 出発にあたって   

 一学期 始業式「いま ここ」を大切に！ 
                     校長  丑丸 明英        

おおとり   Ｎｏ１ 埴生中学校 

   埴生中学校も98名の新1年生を迎

え、2年生・3年生合わせて332名の皆

さんが明るい希望の春を迎えました。

一人一人の皆さんの目が生き生きと輝

いて見えます。 

 さて、平成30年度の埴生中学校の重

点目標は「対話で学び、精一杯活

動！」2・3年生は3月の終業式のとき

に1年間の振り返りをしました。30年

度もこの教育目標でいきたいと思いま

す。対話で学ぶ…○気持ちよい挨拶・

声がけ ○自分の考えを積極的に発信

○対話して学び合う授業など、普段の

生活でも意識していきましょう。精一

杯活動…○精一杯の歌声  ○精一杯

の清掃 ○精一杯の努力 

「歌」「清掃」「勉強」「部活動」 

努力する場面は学校生活の中には、い

たるところにあります。まじめに努力

することは、とても気持ちのいいこと

ですよ。1年間で「精一杯努力する」

場面を探してみてください。 

  今日から平成30年度の1学期が始ま

ります。1学期の授業日数は76日で

す。大きな行事としては、3年生の修

学旅行、7月に行われる1年生登山、2

年生の農林業体験、職場体験学習など

があります。また、運動部活動の集大

成「中学校体育連盟の各種大会」、吹

奏楽部のコンクールなどがあります。

今からそれぞれ楽しみですね。お互い

の友情を深め、それぞれのまとまりを

発揮する大切な１学期です。 

 １学期の出発にあたって、みんなに

何か伝える「詩」のようなものはない

かなと、探してみたところ、相田みつ

をさんの詩がありました。「いま こ

こ」という題名です。  

 

   「いま ここ」 相田みつを 

 

 人間が人間として  

 生きるときは いつでもいま  

 昨日でも明日でもない   

 今日
こんにち

ただいまのいま！ 

 そして…  

 自分の生きるところ   

 生きる場所は  

 いついかなるときでも ここ  

 西でも東でもない   

 今自分の立っている ここ 

 右でも左でもない   

 今自分の座っている ここ！ 

 いつでもどこでも   

 いま ここが  

 自分のいのちの正念場 

 自分の一番大事なところ 

 

 さあ、これから１学期が始まりま

す。お互いに「今、ここ」を大切に、

精一杯活動していきましょう。 

 

 

発行日 平成30年5月1日
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  4月11日には、新1年生の「生徒会入会式」が行わ

れました。生徒会長の近藤優衣さんからは、「今年

度の生徒会スローガン“We are the ONE”全校一

人ひとりがつくり上げる生徒会を目指して頑張って

いきましょう。」と新会員になったばかりの1年生に力

強い挨拶がありました。 

 1年生には、生徒手帳と毎週行われるアルミ缶収

集（火曜日）・紙パック収集（木曜日）において、家か

ら持ってくるときに入れてくるバック（エコバック）が渡

されました。そして、1年生には、２・３年生から気合の

入ったエールが送られました。１年生の代表の木下

太陽さんからは「小学校では仲間と協力して活動

することの大切さを学びました。中学校の生徒会で

も、小学校で学んだ全校のために活動すること、そ

して、協力することを生かしていきたいと思います。1

年生は、まだまだ分からないことだらけで、失敗する

こともあると思いますが、先輩方に教えていただき

ながら、一生懸命に活動していきたいと思います。よ

ろしくお願いします。」とお礼の挨拶がありました。 

                    生徒会入会式（4/11） 
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生徒会役員挨拶運動・信州あいさつ運動（4/11) 

 あん姫と生徒会役員  生徒会役員による挨拶運動 

 新年度早々、生徒会役員が中心となって、挨拶運動を4/11～4/20までの8日間、生徒昇降口や校舎

内で行いました。「相手の目を見て・自分から・元気よく」をねらいとし、全校があいさつを爽やかに交わし、

気持ちの良い朝のスタートを毎日切ることができました。 

 また、4/11には千曲市教育委員会・生涯学習課・少年補導委員さんが中心となって「信州あいさつ運

動」が今年度は埴生中学校において行われました。千曲市の“あん姫”も登場し、明るく大きな挨拶が響

きわたりました。 

 信州あいさつ運動 

 生徒会入会式に入場する新入生  ２・３年生から励ましのエール  生徒手帳・エコバックが渡される 

4/13(金)に、火災を想定した第1回目の避難訓練が行われま

した。今回は避難経路の確認と避難行動である「お（押さない）・

は（走らない）・し（しゃべらない）・も（戻らない）」を徹底しました。

全校生徒が手ぬぐいをして、無言で、素早く整然と避難ができ、

すばらしい避難訓練が行えました。また、消火器の使い方につ

いて、消防署の方より教えていただき代表の生徒が消火訓練も

行いました。各家庭でも、消火器のある場所と使い方について

確認をお願いします。 

4/18(水）には、「集団下校訓練」が行われました。一昨年は

爆破予告が市内であり、緊急に集団下校を行ったという経緯を

踏まえ、年度当初に緊急事態発生に備えるためにこの訓練を

実施しました。各地区人員点呼などスムーズに行うことができ

ました。 

 ４/６(金)「部活動発足式」が行われま

した。校長先生から各部の顧問が発表

され、全部活の部員全員で「全力！」

「氣合い!」「感謝！」のかけ声を部長会

長の松原寿樹さんのリードに合わせ、大

きな声を発し力強く今年度の部活動の

スタートを切りました。 

 また、1年生に向けて、「部活動説明

会」が4/18（水）に行われました。各部が

趣向を凝らし活動の内容を1年生は見て

どの部活に入るかを決める元としまし

た。1年生からは「特に、運動部は迫力が

あり楽しそうでもあり格好よかったです。

どの部に入るかよく考えて決めたいと思

います。」などの感想が聞かれました。

尚、5/1からは本入部となり1年生も本格

的に部活動に参加することになります。 

今年の部活動も活発に行われることで

しょう。 

第1回「避難訓練」（4/13）・集団下校訓練（4/18） 

部活動発足式（4/6)・部活動説明会(4/16) 
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部活名 顧問 

野球 ○小林 大井 

サッカー ○渡辺 中澤 

男子バスケ ○松田  畑 

女子バスケ ○洞口  畑 

女子バレー ○瀧澤 倉田 

男女ハンド ○大平 髙橋 

剣道 ○中村 丸山 

美術･総合 ○北村 宮崎 

吹奏楽 ○塚田 近藤 

水泳 ○郷原 山口 

  代表者による消火訓練 

  「顧問の発表」の様子 

  「美術・総合部」発表の様子 

  整然と整列 

集
団
下
校
訓
練
の
様
子 


