
 長野県教育委員会は、学校と

地域が持続的に連携し、願いや

課題を共有して一体となって子

どもを育てる仕組み｢信州型コ

ミュニティースクール」事業をス

タートさせました。千曲市では

「千曲型コミュニティースクー

ル」として、各校で取り組みが行

われています。 

 埴生中学校では、「おおとり支

援隊」学校支援部の方を募り、

様々な場面でご協力とご支援を

いただいています。先日、ボラン

ティア募集の案内を保護者の皆

さまに配布し、また埴生地区の回

覧板にも載せ募集しました。更に

ご協力･ご支援していただける

方がいらっしゃいましたら申し込

みをよろしくお願いします。 

 申込先は、埴生中教頭まで電

話(272-0015)でお願いします。 

長野県千曲市桜堂100 

電話 ０２６（２７２）００１５ 

FAX ０２６（２７３）２７９２ 

Email: hanyuchu@school.chikuma-ngn.ed.jp 

文責  村松 啓司（教頭） 

コニュニティスクールの活動より「おおとり支援隊」学校支援部の皆さんの活動紹介 

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

家庭科支援部でミシンの整備・クリーニングをして

くださる冨田さん 

読み聞かせ支援部で朝の読書の時間に読み聞

かせを行う淀さん 

数学の授業にて個別支援を行う学習支援部

の小河原さん 

水曜日放課後、生徒に数学を教える学習支援部の竹内さん 

非違行為根絶！定期的に職員研修を実施 

  埴生中学校では、年度当初に職員全員が非違行為は絶対に起こさないことを強く誓い合いました。また、職員室の

雰囲気は常に明るく、困っていることや悩みを話したり、相談に乗れるような風通しの良い職場を目指しています。生

徒に対しての言動には特に気を付け、常に自己を見返すことに努めています。今後も定期的に研修を行うなど引き続

き非違行為根絶の取組を行っていきます。 

校緑化支援部の宮下さん、大熊さん、山崎さん

と一緒に作業する緑化委員会の生徒たち 
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放課後部活動の指導をしてくださっている部活動支援

部の女子バレー部コーチの櫻井さん 

更埴大会「壮行会」応援激励 
 

                 学校長 丑丸 明英 
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おおとり Ｎｏ３   埴生中学校 

 運動部活動をやってきた皆

さんにとって集大成となる更

埴大会が、いよいよ明日とな

りました。しっかり練習を積

んで、明日はその成果を充分

に発揮できる晴れ舞台です。 
 去年は、マラソンランナー

の野口みずきさんの言葉を皆

さんに伝えました。「走った

距離は裏切らない」納得いく

練習を積むと、それが自信に

つながり、力になり、納得の

いく結果につながります。 
 今年はみんなに、こんな言

葉を伝えます。「その１秒を

削りだせ！」これは、何年か

前の箱根駅伝で、東洋大学の

チームが合言葉にしていたも

のです。 
 この言葉は、陸上競技や水

泳などレースに限ったことで

はないと思います。集団での

チームプレーにも充分当ては

まります。一人ひとりが精一

杯のプレーをすることで、そ

れがチーム全体のまとまった

力になり、きっとそれはいい

結果につながると思います。

「その１秒を削りだせ！」心

にきざんで、明日がんばって

ください。 
 また、力いっぱいの応援

は、一つひとつのプレーに力

を与えます。１年生・２年生

の皆さんが校歌を精一杯う

たって、それが精一杯のプ

レーにつながった、校歌から

こんなにも力をもらうとは思

わなかったという話を以前し

ました。 
 選手と応援が一体となった

埴生中学校の姿を、各競技会

場で見せてください。 
 明日の皆さんの健闘を祈っ

て、私からの応援の言葉とし

ます。 

Page 1 

  更埴大会「壮行会」力強い応援！ 



◇男子バスケットボール 第３位 北信大会進出ならず 

    ○埴生７４－５２坂城     ▲埴生４４－７５更埴西 

    ▲埴生４８－５７屋代      ▲埴生４９－５１戸上   

◇女子バスケットボール 第５位 北信大会進出ならず 

    ▲埴生１１－１２０戸上     ▲埴生２７－４５坂城 

    ▲埴生２４－５６更埴西     ▲埴生１９－１０１屋代  

◇女子バレーボール 第３位 北信地区大会進出 

     ○埴生２－０屋代       ○埴生２－０更埴西 

     ▲埴生１－２坂城       ▲埴生０－２戸上  

◇サッカー 第２位 北信地区大会進出 

      ○埴生２－１屋代      ○埴生４－０更埴西 

       ○埴生３－０坂城      ▲埴生０－４戸上  

◇剣道  男子個人戦 中曽根 碧 ３位、櫻井 幸聖 第５位 北信大会進出 

       女子個人戦 滝沢 美咲 第５位 北信大会進出 

  男子団体戦  第２位  北信大会進出 

     ○埴生１(本)－１坂城     ○埴生３－２屋代  ○埴生４－０附属屋代 

       ○埴生５－０更埴西      ▲埴生１－３戸上  

  女子団体戦 第３位  北信大会進出 

     ○埴生３－１屋代       ○埴生４－１戸上 

       ▲埴生０－５更埴西     ▲埴生０－４坂城  

◇ハンドボール  

   男子 第１位 北信大会進出 

   １回戦  ○埴生３２－２４附属屋代   決 勝  ○埴生２９－２８更埴西  

  女子 第１位 北信大会進出 

    1回戦 ○埴生３１－ ９附属屋代      決 勝   ○埴生３４－１７更埴西 

◇水泳 全員北信大会進出 （３位までの入賞者） 

 〈男子〉 ・１００ｍ背泳 小林諒之介 ２位  ・１００ｍバタフライ 宮坂歩 ３位 

             ・５０ｍ自由形 小林洋太 ３位  ・１００ｍ背泳 中山僚太 ３位 

      ・４００ｍフリーリレー ２位     ・４００ｍメドレリレー ３位 

 〈女子〉 ・１００ｍ平泳ぎ 中澤侑希 １位  ・５０ｍ自由形 中澤侑希 ２位 

        ・２００ｍ平泳ぎ  中澤侑希  １位 ・１００ｍ平泳ぎ 宮坂友希乃  ３位 

             ・１００ｍ自由形  西野入美優里 １位   ・４００ｍフリーリレー １位 

◇バドミントン 

   <女子シングル>   森あかね １位、   田上帆乃花 ７位   共に 北信大会出場 

んな頑張りました。この仲間と３年間バレーができて本

当に楽しかったです。１６人の仲間、先生方、保護者の

方々、そしてずっとそばで支えてくれたお母さん。本当

にありがとうございました。 

【３年生の女子バレーボール部生徒の生活記録より】 

北信大会がありました。埴生中は犀陵中に残念ながら

負けてしまいました。私はコートには立てませんでした

が、出せる限りの全力の声で応援しました。ほんとにみ 

 

更埴大会の結果 ６/１０・１１ 
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    女子バレー「ゲームを前に気合を注入！」 

     剣道男子「飛び込み面を放つ！」 

   男子バスケットボール「スリーポイント！」 

      サッカー 「絶妙なスルーパス」 

 ６月１４日（木）に埴生中の伝統行事である市民プー

ル清掃が行われました。この活動は、市民プールが

オープンした昭和５５年から行われているもので、今年

で３９回を数えることになります。「市民プール清掃は、

とてもきれいにできて良かったです。達成感を味わうこ

とができました。」（２年生生徒の感想から） 清掃活動

に一生懸命取り組む生徒の姿が、輝いて見えた伝統

の市民プール清掃となりました。 

    県大会へ出場する、男女ハンドボール・水泳・バドミントン・新体操の選手の皆さんは、北信の代表として、堂々とプレーしてきて下さい。  

伝統の市民プール清掃 6/14 

北信大会の結果  ６/２３・２４ 

◇野球 １回戦 ○埴生１－０川中島  ２回戦 ▲埴生０－１山ノ内  県大会進出ならず   

◇サッカー  予選リーグ３位  ○埴生２－１東部  ▲埴生１－３更北 ▲埴生０－４東北 

                     ▲埴生０－１豊野             県大会進出ならず 

◇女子バレーボール 1回戦   ▲埴生０－２犀陵       県大会進出ならず  

◇男子ハンドボール  ２位 県大会出場  ○埴生３１－２５附属屋代  

                             ▲埴生２３－２４更埴西 

◇女子ハンドボール  １位 県大会出場   ○埴生２８－１５附属屋代  

                                                   ○埴生２４―１４屋代  

◇剣道  男子団体 予選リーグ ▲埴生２－３柳町、▲埴生２－３篠ノ井東   

                               □埴生２－２若穂   予選リーグ３位   県大会進出ならず 

       女子団体 予選リーグ ▲埴生０－４南宮、▲埴生０－２北部   

                                              ▲埴生０－４東北   予選リーグ４位   県大会進出ならず 

◇水泳 （県大会出場のみ掲載、入賞以外はタイムのみとします） 

〈個人種目〉男子 50m自由型：小林 諒之介(3-4) 31”00 .宮坂 優太(3-4) 31”06   

                                          中山 敦介(3-1) 31”46       

            女子100m平泳ぎ：中澤 侑希(3-3)      1’ 29”28  

           女子200m平泳ぎ：中澤 侑希(3-3)      3’15”4 

                 女子 50m自由型：西野入 美優里(2-3)  34”28 

           女子100m自由型：西野入 美優里(2-3)8位  1’12”4 

   ・男子400mﾌﾘｰﾘﾚｰ：4’48”63( 中山 敦介, 小林 諒之介, 小林 洋太,宮坂 優太) 

 ・女子400mﾌﾘｰﾘﾚｰ：5位 5’27”59 （竹田 美波,田島 未来, 西野入 美優里, 中澤 侑希 ） 

◇バドミントン シングル  森 あかね(3-4) ３位  県大会出場 

◇新体操   個人総合   小林 真奈里(3-2) ２位 県大会出場 
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       野球 「よし いくぞ！！」 

      水泳 「よーい ＧＯ！！」 
 

テトラパック回収（ﾘｻｲｸﾙ活動） 

 6/14～7/19までの期間、牛乳やジュースなどの紙パックの中にテトラ

パックのマークの付いたパックを集める活動を試行的に行っています。

テトラマークの入った紙パックをベルマーク運動に利用し、学校で役に

立つものを購入したり、社会や福祉活動に役立つように寄付をしたりす

ることをねらいとしリサイクル委員会中心に取り組んでいます。保護者の

皆様には期間中ご協力いただきありがとうございます。 

  テトラマーク 


