
 

千曲市立埴生中学校   学校便り 

  文責 教頭 村松 啓司 

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

夏休みの期間について 

７/２７～８/２２（２７日間） 

夏休み中は、土曜日と日曜日、

8月13日（月）から8月16日（木）

は学校が無人化となります。ご承

知置きください。 

  埴生中の文化部には「吹奏楽部と美術・総合部」の2つの部活があります。運動

部の夏の中体連の大会前に行われる壮行会では、吹奏楽部が入退場の際の行進

曲を力強く演奏し後押ししてくれます。また、ステージの壁には美術・総合部が製作

したステージバックが貼られ各部の選手に勇気を与えてくれます。今年も素晴らし

い演奏とステージバックで埴生中全体を活気づけてくれました。吹奏楽部と美術・

総合部の皆さんありがとうございました。今後も活躍を期待しています。 

    吹奏楽部、美術・総合部のすばらしい活躍！ 
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美術・総合部が製作したステージバック 

  日頃は、本校ＰＴＡ活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。さて、9月22

日（土）には、「埴生地区健全育成の会」がおおとりプラザ大研修室（本校体育館2階）におい

て行われます。今年度は埴生中学校の当番の年で、現在計画を立てています。会の持ち方

の方向として、「目ざす埴生地区の子供の姿」について埴生小学校ＰＴＡと埴生中学校ＰＴＡ

が合同でグループでの話し合い活動を行い、全体で共有することで埴生地区の子どもたち

を育てていければとの思いで開催いたします。大勢の保護者の方のご参加をお待ちしており

ます。詳しくは案内通知を先日(7/17付）配布いたしましたのでご覧ください。 

 ＰＴＡからの＜連絡＞ 

壮行会で入退場の演奏をする吹奏楽部 

 一学期終業式 校長講話 

       「一学期を振り返って」 
 校長  丑丸 明英 
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きくて、昨年度から感じていたことなのです

が、うんと良くなったと思います。また、リサ

イクル委員会の毎週のアルミ缶・紙パック収集

は、全校の皆さんが協力することが当たり前に

なってきました。「対話で学び、精一杯活動」

がいたるところで生きていると感じました。 

 第四は、部活動です。今年は北信大会にほと

んどの部が出場し、そのうち、ハンドボール

部、水泳部、そしてバドミントン、新体操が見

事県大会に出場しました。県大会での活躍はす

ばらしいものがありました。更埴地区、そして

北信の代表として、「精一杯の努力」が伝わっ

てきました。なかでも、ハンドボール部の皆さ

んは男女共に優勝し、北信越大会への出場権を

得ることができました。夏休み中にあります

が、きっと北信越での１勝、全国大会に駒を進

めてくれると期待しています。部活動の活躍

は、まさに毎日の積み重ねの中で成果が出てく

るものだと思います。チーム全体の協力とか、

みんなや家族への感謝、粘り強く心や体をきた

えることなど、たくさんのものを学ぶことがで

きたのではないでしょうか。特に、三年生が、

3年間の部活動で体験したこの感動は、普段の

生活ではなかなか体験できない貴重な勉強だっ

たと思います。それらをこれからの学校生活

で、ぜひ前向きに生かしていってください。運

動部の皆さんの活躍の様子をお話ししました

が、先日、壮行会を終えた吹奏楽部は、北信地

区吹奏楽コンクールで、練習の成果を大いに発

揮して、すばらしい演奏を披露してくれまし

た。これからもコンクールやおおとり祭などの

発表の場で感動の演奏をしてくださいね。期待

しています。 

 さて、楽しい夏休みがもうすぐです。楽しい

計画をたてていることでしょう。しかし、やら

なければならないこともたくさんあります。勉

強・部活動・生徒会委員会の当番活動（花壇の

水やりとか・・・）家のお手伝いなどたくさん

ありますね。特に３年生は進路に向かって本格

的に取り組むのが、この夏休みです。「夏休み

を制するものは受験を制する」と昔から言われ

ています。自分の計画で、強い気持ちで自分の

ために勉強をしていきましょう。  

 ２学期の始業式には、全員が元気で、明るい

笑顔で登校してください。待っていますよ。 

   

 １学期は、授業日数７６日でした。明日から１年生

は登山、２年生は職場体験学習があります。それら

の最後の行事を含めて７６日です。まだ１学期は終

わっていませんが、今日は一足早い終業式です。さ

て、皆さんは充実した１学期を過ごすことができま

したか。 

 １学期のはじめに始業式でこんなことを皆さんに

お願いしました。相田みつおさんの詩を取り上げ

て、「いま・ここ」を大切にしましょう。つまり、

今やっている勉強、今やっている部活動、今やって

いる清掃、生徒会活動、学校の中のいろいろな勉強

や活動は、「いま・ここ」が正念場、一番だいじな

ところ、「いま・ここ」を全力で…… こんなこと

を話したかと思います。皆さんの学校での取り組み

を振り返ってみると、「いま・ここ」を大事にし、

たくさんの成果を残した1学期だったと思います。３

年生のリーダーシップのもと、見事にその予感や期

待が的中した１学期でした。 

 第一は、皆さんの勉強に向かって向っている姿が

すばらしいということです。「対話で学ぶ」を

キャッチフレーズに先生方と皆さんがしっかりと授

業を作り上げていました。私が見学するどの教室も

先生と皆さんが楽しそうに活発に対話を通して授業

をしていますね。そして、どの教室も和やかな笑い

声が聞こえる中で、しっかりと勉強に取り組んでい

ます。そういう前向きな姿勢により、さらに勉強す

る力もアップすると信じています。2学期もその前向

きな取り組みを続けていきましょう。 

 第二は、気持ちのよい挨拶がいたるところで交わ

されているということです。挨拶は「心と心を結ぶ

キャッチボール」です。今年度になって、私より先

に「おはようございます」「こんにちは」と挨拶す

る人が多くなってきました。これは昨年度にも増し

て、良くなってきたなあと思うことです。先日、お

客さんが、「元気よく挨拶する皆さんですね。本当

に気持ちがいいです」と褒めてくれました。これか

らも、挨拶を埴生中学校の良き校風の一つとして大

切にしていきたいですね。 

 第三は、生徒会活動です。１学期の様々な取り組

みは、３年生のリーダーシップのもと、活動が目に

見えることが素晴らしいと思います。目に見えるの

で、どの学級も生徒会の方針にもとづいて、生活を

より良くしようとがんばっているのがわかります。

生徒会活動のおかげで、埴生中学校の皆さんが営む

生活のクオリティはグーンとアップしました。いく

つも具体例はあるのですが、一つだけ……。お昼の

校内放送、わかりやすくはっきりしていて、声が大
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  ７／２0（金）に２年生は、諏訪郡原村にある八ヶ岳中央農業実践大学校において、午前中は山に入り森

づくりワークショップ（林業体験学習）を行い、午後は7つのコースの中から選択したワークショップ「ジャムづ

くり」「酪農」「チーズ・バターづくり」「炭焼き」「養鶏」「林業」「野菜」などの体験学習を行いました。この体

験学習は｢キャリア教育｣の一環であり、3年目となります。  

  今回行われた「八ヶ岳農業体験学習」では、実体験を通して、

①勤労の意義を理解し、収穫の喜びや働くことの喜びを知ること。

②農林業の大切さを知りこれからの日本の農林業について考える

こと。③体験を通して、将来の進路選択に活かすこと。などをねら

いとして学習してきました。生徒からは、「林業の大切さが分かっ

た。体験学習を通して働くことの意義が少しわかった」等の声が聞

かれました。多くのことを学び、また一つたくましくなった2年生でし

た。 この後、３日間の職場体験学習が行われます。｢労働｣という

実体験を通して、それぞれの職場の方々からたくさんのことを学

び取ってくることと思います。地域でご協力いただく、各事業所の皆

さんにはお世話になりますがどうかよろしくお願いします。 

２年生「キャリア教育講演会」 服のチカラプロジェクト（キャリア教育） 
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質問に素直に答える2年生の様子 

落葉松に上って枝打ちを行いました（林業） 

セロリのジャム完成です（ジャムづくり） たくさんの鶏の卵を集めました（養鶏） 

 ２年生 「八ヶ岳農林業体験学習」を実施 7/20(金） 

  ６/１９（火）2年生がキャリア教育の一環として、ユニクロ南長

野店の店長さんら3名の方を招き、着なくなった子ども服を回

収し、難民に届ける活動「服のチカラプロジェクト」についてお

話をお聴きしました。世界には服を十分に着ることができな

い人たちがいることや、私たちが着なくなった服が有効に使わ

れることを知ることができました。今後、生徒会の委員会ごと

に服の集め方などを話し合い、具体的に活動を行っていきま

す。各家庭や地域の方にも協力の依頼があるかもしれませ

ん。その時は、ご協力をよろしくお願いいたします。 

県大会（中体連）・北信吹奏楽コンクールの結果 

３年生 「稲荷山養護学校との交流会」 
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◇水泳（県大会出場選手一覧） 

 男子 ５０ｍ自由形 宮坂優太、中山敦介、小林諒之介 

 男子１００ｍ自由形 中山敦介、 

 女子 ５０ｍ自由形・１００ｍ自由形 西野入美優里 

 女子１００ｍ平泳ぎ・２００ｍ平泳ぎ 中澤侑希 

 男子４００ｍフリーリレー  

    （小林洋太、宮坂優太、中山敦介、小林諒之介） 

 女子４００ｍフリーリレー 

    （竹田美波、田中愛海、西野入美優里、中澤侑希） 

◇吹奏楽部（吹奏楽コンクール北信Ｂ地区大会） 銅賞 

◇男子ハンドボール 優勝 北信越大会出場 

  予選トーナメント  ○埴生 ２８対１４ 戸倉上山田  

  準決勝       ○埴生 ３０対２０ 屋代附属  

  決  勝       ○埴生 ２６対１５ 更埴西 

◇女子ハンドボール 優勝 北信越大会出場 

  準決勝       ○埴生 ３１対１４ 茅野東部 

  決勝戦       ○埴生 ２５対 ９ 長峰 

◇バドミントン 女子シングルス 森あかね  ベスト８ 

◇新体操(ﾌｰﾌﾟ・ﾎﾞｰﾙ出場）小林 真奈里 総合36位 

 

交流校の生徒と一緒に清掃を行う様子 

高校の先生の話を真剣に聴く３年生 

ハンドボール部は、男女揃って、長野県代

表として、8/8～10日に石川県（小松市）

で開催される北信越大会に出場します。

全国大会出場めざし頑張ります。 

  ご声援をよろしくお願いします！ 

３年生 「進路講話」 

  7/9（月）「稲荷山養護学校との交流会」が行われました。3年生全

員が稲荷山養護学校に行き、清掃活動や合唱などを通して、相互理

解を深め合うことができました。交流会では、合唱発表を交換したり、

各クラスでトランプなどのゲームや中学校での部活動の発表を行った

り実り多い交流会となりました。 

【生徒の感想より】 交流を通して、お互いの距離が近くなったような

気がしました。普段の生活では障がいとか福祉への関わりは少ないけ

ど大切なことなので、これからは関心を持って生活していきたいと思い

ます。また、交流会をやりたいと思いました。 

  7/12（木）に3学年の「進路講話」が行われました。例年、近隣の高

校の先生方にお越しいただき、「学校生活の紹介」や「高校での学習に

ついて」「中学で身につけてきてほしいこと」などのお話しをしていただい

ています。今年度は、屋代南高校、上田西高校の先生方にお話をして

いただきました。これから進路を決定していく上で、大変参考になるお

話をお聞きすることができました。 

【生徒の感想より】進路講話を聴き、高校に行って何を学びたいのか、

何をしたいのかを真剣に考えるきっかけをつくっていただけたような気が

します。自分の進路を真剣に考え努力していきたいと思いました。 
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