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【保護者の皆様へ！】 

●交通事故に十分注意を！ 冬場の路面は、凍結、積雪等で特に危険が伴

います。大変危険ですので各ご家庭でもご指導をお願いします。 

●メールやLINE等によるトラブルによって、いじめや人権問題に関わる

事件に発展するようなこともあります。学校でも指導をしておりますが、

各家庭でも使用方法について十分注意するようご指導をお願いします。 

●県下では教職員による飲酒運転にかかわる事故が、今年度２件起きまし

た。本校職員は、飲酒運転の根絶は勿論、非違行為を絶対起こさないこと

を誓い日々の教育活動にあたっています。今後も生徒の皆さん及び保護者

の皆様との信頼関係を大切に誠実に取組んでいきたいと思います。 

服のチカラプロジェクト 

 ２年生は、キャリア教育の一環で衣料品店ユニクロが展開するプログラムに協力する形で、服を海外の

難民の人たちなどに届けるため、着なくなった子供服を全校生徒の家庭や地域の小学校・保育園などに幅

広く呼びかけ回収する活動を行いました。約 5 か月間で、20Kg の段ボール箱 49 箱分の服が集まり、

11/12 に業者を通じて発送しました。学年ルーム長会長の田島未来さんは「この活動を通して、難民につい

て詳しく知ることができ、自分たちで人のために行動を起こすことの勇気や協力の大切さを学びました」

と語ってくれました。この活動に協力していただいた保護者の皆さん地域の皆様に御礼申し上げます。 

「保護者懇談会」ご来校ありがとうございました。感謝申し上げます。                    

長かった２学期（登校日数 84 日）も大変お世話になりました。 
ともに、新たな年を迎える準備と新たな年を希望と期

待を持って迎えられるようにしたいものです。年が明

けると３年生はいよいよ受験本番となってきます。それ

ぞれの自己実現ができますよう、努力を続けていきま

しょう。どうぞ良いお年をお迎えください。 

【休み中の学校について】 

・１２/29（土）～1/3（木）学校無人化 

・12/27（木）・28(金）・1/4（金）・7（月）  

日直職員勤務しています。  

8:10～16:40 

 12/12（水）～18日（火）の5日間、保護者懇談会にご来

校いただきありがとうございました。寒い中ご都合を

つけていただき、有意義な懇談ができましたことを御

礼申し上げます。学校と保護者が一致協力し、子どもた

ちを育てていくことの確認を改めて行うことができま

した。埴生中の子どもたちが真っ直ぐに成長し、自己肯

定感を高め明るく希望を持って更に成長できますよう

今後もよろしくお願いいたします。 

 さて、今日で２学期が終了し、明日12/27（木）より1/7

（月）まで年末年始休業となります。２学期を振り返ると

＜子供服を集め難民へ届けよう！＞ 

集まった服を仕分けする生徒たち   丁寧に段ボールに詰め込み 発送を手伝う生徒たち 
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  二学期 終業式  
 新しい年「目標をもつこと そして 強い意志で乗り越えること」 

校長 丑丸 明英 

投手の攻め方が変わってきます。『松井は外角

球もヒットにする』と思えば、相手投手は内角

を攻めてくるでしょう。そうなれば、甘い球も

出てきます。そして、その球を逃さず捕えれ

ば、ホームランだって打てるはずです。もちろ

んこれは頭で考えた理屈で、実際はこんなに簡

単にはいきません。でもこのように考えれば、

日々努力する具体的な内容がわかります。たと

え打てなくても、混乱に陥ることは少なくなり

ます。」｛松井秀喜「不動心(新潮新書)より｝ 

プロ野球の選手だからこそ、苦しみはあり、

足踏みもあります。だからこそ、それを達成す

るために、具体的な行動目標をつくったことが

松井さんを世界的なプロ野球選手にしたのだと

思います。 

松井さんもそうですが、大抵の場合、取り組

んでいる過程でいろいろな壁にぶつかります。

でも、具体的なやり方、行動を考えながら、希

望をもってそれを乗り越えようという強い意志

がきっと人生を切り開きます。 

 さあ、２０１９年には皆さんはどんな目標を 

立てますか。新しい年、２０１９年を迎えて、

皆さんの前向きな気持ちに期待しています。 

２０１８年の終わりにあたり、目標を目指

して強い意志で乗り越えてきた人にスポット

をあてて、目標をもつことの大切さについて

お話しします。 

読売ジャイアンツやアメリカ大リーグの

ニューヨークヤンキースで活躍した松井秀喜

さんはこう言っています。 

「僕は一歩ずつ階段を上がっていくタイプ

だと思います。急激にすごい数字を残すと

か、すごい技術を身に付けるとか、そういう

ことはおそらくないでしょう。一進一退を繰

り返しながら、ちょっとずつ進歩していくし

かないと思っています。そして、きっちり階

段を上っていくためには、『夢』と呼べるよ

うな大きな目標だけでは足りません。今年の

目標、今月の目標、今日の目標とまずは身近

な目標を定めるようにしています。目標は数

字ではなく、具体的な行動にした方が目安に

なります。 

 大リーグへ移籍した当初、僕は大リーグ投

手が持つクセ球に悩みました。外角へのボー

ルが、沈むようにしてさらに外へ落ちていく

のです。何度打ち取られてもそのクセ球につ

られてバットを出してしまい、セカンドゴロ

になってしまいました。『ゴロ王』と呼ばれ

た由縁もここにあります。 

 究極の目標としては、そのような球もスタ

ンドまで運びたい、ホームランにしたい。し

かし、急にホームランを打てるようになるは

ずがありません。それでは、何をすべきで

しょうか。僕はまず、外のストライクゾーン

を見極めることを目標としました。そして次

に、左方向へ強い打球を飛ばそうと考えまし

た。こうして外の球をヒットにできれば相手 目標に向かって素振りをする野球部員 
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第 2 回「読書週間」12/3 ～ 12/7 ～読書に浸る～ 

 今年度、2回目の読書週間が実施され

ました。期末テストも終わり、学期末を迎

える時期、図書委員会の企画により下記

の取組が行われました。 

【読書週間中の取り組み】 

◆２冊貸し出し（通常は1冊）  

◆朝の図書館開館 7:50～8:00 

◆図書館クイズ（日替わりで出題） 

◆読み聞かせの実施（全クラス） 

◆先生方の本の紹介 

＜図書委員長 宮坂 幸杜さんの感想＞ 

 図書館クイズや２冊貸出を行うことで、

自主的に読書をする人や図書館の利用

者が増え、本の貸し出し冊数も増えて良

かったです。これからも、本に興味を持っ

ち図書館を多くの生徒が利用することを

願っています。 

＜読書週間中の貸し出し冊数＞ 

1年：81冊、2年：106冊、3年92冊 

全校合計：279冊 

（通常の場合約170冊） 
読み聞かせの様子 

◇中学生「税の作文コンクール」 

・細井  心さん(3-3)「税金がつくる教育」   

         長野県の納税貯蓄組合連合会長賞 

・吉原  凛さん(3-3)「増税に対して」     

         長野県の租税教育推進協議会会長賞 

・宮坂 晃帆さん(3-1)「税の重要さ」  

      上小・更埴租税教育推進協議会長賞 

・原 優太郎さん(3-2)「税の見える化計画」   

         上小・更埴租税教育推進協議会長賞 

・田中 鈴莉さん(3-3)「公平な税収のために」  

         関東信越税理士会上田支部長賞 

・田中 強生さん(3-3)「何のための税」     
          上田地区納税貯蓄組合連合会長賞  

＜リトルシニア（中学硬式野球）国際大会選手

として本校生徒が選抜されました！＞       

 本校の「倉沢 春昌さん（3-4）」は、日本中学硬

式野球協会が毎年（13回目）行っている台湾との

「日台会長杯国際野球大会」にリトルシニア信越連

盟の選抜チーム代表選手に選ばれました。 

※大会期間は2018年12月28日～2019年1月4日です。 

各種作品コンクール等上位入賞者 

◇第17回 川柳・川柳漫画コンクール 

 優秀賞 高橋 梨乃さん(1-1)  

  入選 小岩 玲奈さん(1-1) 

◇高円宮杯U-15JFAﾕｰｽｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2018 

 長野・北信2部Ａ 

  サッカー部 第２位 

◇第32回「今を生きる子どもの絵」作品展 

 地方入選 相澤 杏奈さん(1-3) 

 地方入選 小林 花音さん(2-3) 

 地方入選 吉住 優美香さん(2-3)     

【第12回ｽｸﾗｯﾌﾟ新聞ｺﾝｸｰﾙ】（信濃毎日新聞社主催） 

「優秀賞」 石井 萌々香さん（2-3）  

     「小平選手の生き方・本当の強さ」 

11/17(土) 信濃毎日新聞社長野本社にて表彰式、同日 

の朝刊に特集として掲載されました。 

※11/19～11/29ｱｲｼﾃｨ21、1/11～1/18ｲｵﾝﾓｰﾙ佐久平、

1/26～1/29MIDORI長野ﾘﾝｺﾞの広場等展示予定。  

【第1回 アルミ付き紙パック回収チャレンジ】  

「団体チャレンジ賞受賞」（全国で14校）今年度、ﾃﾄ

ﾗﾊﾟｯｸ収集を福祉委員会中心に呼びかけ、各家庭から

ご協力いただきたくさん集めることができました。

「活動の成果がこのような形で評価され嬉しく思って

います。全校の皆さん、保護者の皆様に感謝申し上げ

ます。」（福祉委員会）  

【第19回全国中学生創造ものづくり教育ﾌｪｱ長野県大会】

（あなたのためのお弁当作りコンクール） 

「優良賞」 小林 萌花さん（2-1）  

      山崎 華乃さん（2-2） 

            関口 小雪さん（2-3）    

 生徒会の引継ぎ＝ 3 年生から 2 年生へバトンタッチ！ 

 12/20(木)に前期生徒会まとめの会「生徒

総会」が行われました。今年度前期生徒会

は「We are the ONE」～全校ひとりひとり

がつながり、つくりあげる生徒会～をス

ローガンに掲げ、4月から3年生が中心とな

り埴生中生徒会を引っ張ってきてくれまし

た。3年生の皆さんありがとうございまし

た。次はいよいよ2年生の番です。総会に

先立ち、新生徒会三役の立会演説と全校投

票が11/27に行われ、新生徒会長・副会長

が決まりました。そして、生徒総会でやる

気に満ちた新役員とともに紹介があり、力

強いスタートを切ることができました。 

＜旧生徒会長 近藤 優衣さんより＞ 

 私は1年間生徒会長を務めさせていただき、たくさんの経験をしまし

た。特におおとり祭では、正副実行委員長を中心として準備を進め、当

日は全校が一つになったと実感できるおおとり祭になりました。その他

の活動でも全員で協力して活動する姿がたくさん見られ、充実した1年
になりました。1年間ありがとうございました。これから大熊新生徒会

長がスタートします。みんなで協力して考え、人との関わりを広げ、よ

り活発な生徒会にしてくれると思います。期待しています。 

＜新生徒会長 大熊 瑛斗さんより＞ 

 全校生徒となった今、応援してくださった全校のみなさん、先生方に

感謝し、僕が生徒会活動で一番目標としている「３つのつながり」の

“挨拶”“交流”“フェアプレー”の活動を男子・女子副会長、そして

各委員会の正副委員長と全校の皆さんと協力して取り組みたいと思いま

す。そして、すばらしい埴生中生徒会を作っていきたいと思います。 
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生徒総会の様子 
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生徒会長  大熊 瑛斗 さん 

男子副会長 春日 芙巳 さん 

女子副会長 倉光 晴心 さん 

書記・会計  竹田 美波 さん   

      山﨑 哲哉 さん 

リサイクル委員会委員長 田島 未来 さん 

       副委員長 吉野 日和 さん 

生活委員会     委員長 中島 心花さん 

         副委員長 山﨑 智哉 さん 

図書委員会   委員長 関口 小雪 さん 

       副委員長 武田 麻由 さん 

編集委員会   委員長 亘 修平 さん 

       副委員長 小澤 紗也華 さん 

放送委員会   委員長 小林 萌花さん 

       副委員長 倉光 悠晴 さん 

 

保健委員会 委員長 鈴木 蒼空 さん 

     副委員長 宮下 なつ美 さん 

体育委員会 委員長 吉田 哉輝 さん   

     副委員長 原山 実莉 さん 

清美委員会 委員長 関 永遠 さん 

     副委員長 市川 美織 さん 

緑化委員会 委員長 佐藤 法晟 さん 

     副委員長 山本 楓雅 さん 

給食委員会 委員長 瀬戸 彩栞さん 

     副委員長 青木 晨 さん 

福祉委員会 委員長 小田切 蒼 さん 

     副委員長 宮坂 有輝 さん 

学芸委員会 委員長 西澤 慧隼 さん 

     副委員長 石井萌々香 さん 

 ※代議員の役職は1月の委員会で決定します 

新生徒会役員の紹介 

次期生徒会役員の紹介 

新生徒会三役 立会演説後の質問を受ける会長候補者 投票する生徒たち 


