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お お と り  Ｎｏ７ 

「全校のみなさん、あけましておめでとうご

ざいます。」令和２年の新春を、大きな夢と

希望をもって迎えたことと思います。 

 「元日や 上々吉の 浅黄空（あさぎぞ

ら）」小林一茶という人を知っていますか？

私も小林ですが残念ながらご縁はないようで

す。一茶は今から250年程前の江戸時代、信濃

国柏原（長野県信濃町）の農家に生まれまし

た。決して裕福な生活を送っていたとは言え

ない中で、とてもたくさんの俳句を詠んでい

ます。有名な句もたくさんありますが、この

句はお正月のことを詠んだ俳句です。「上々

吉」の吉は「よいこと」「めでたいこと」で

す。おみくじで大吉というのもありますが

「上々吉」。「上々」とは「一番上の」「と

びきりの」という意味です。「浅黄（色）」

は浅い黄色または浅い葱（ねぎ）色と書きま

すが、平安時代から日本にある色で「明るい

青緑色」です。話を戻しますとこの俳句は

「元旦の空は、今年はとびきりめでたいこと

が起きるそんなことを予感させるほど澄み

渡ってきれいな青空です」そんな意味になる

と思います。「元日や 上々吉の 浅黄空」令

和２年、今年もみんなで「上々吉」の年にし

たいものです。 

 私の元旦はいつものように初詣に行ってき

ました。初詣に行った人？どんなことをお願

いしましたか？成績が上がりますようにとか

〇〇高校に合格できますようにとか、部活で

活躍できますようにとか、絶対に秘密、言え

ませんという人もいるかもしれません。神社

でお参りするときに、手を合わせてから何て

お願いしようか迷うことはありませんか？

「みんな元気に楽しく暮らせますように」と

唱えながら…住所と名前を言った方がいいか

考えたり、「あれもこれも…」とたのみなが

ら、お賽銭が少なかった割に図々しくないか

と反省したり…。全部お願いするより、

ちょっと謙虚な姿勢を神様に見せといた方が

いいのかなと考えると「成功にむけて、自分

が努力できますように…」の方がよいか？神

様はお見通しだから、やっぱり正直が一番か

な？とか悩み出すときりがありません。さ

て、そんなことを考えながら今年も初詣に

行ってきました。御柱祭りが有名な諏訪大社

です。第二の実家が諏訪にあるので、毎年お

正月には上社にお参りしています。何をお願

いしたかを言って御利益がなくなるといけな

いので言えませんが、家族みんなでお参りし

てきたので御利益があるようにと願っていま

す。 

 ３学期が今日から始まりました。４８日と

一番短い学期ですが、学年最後のまとめを行

う大切な学期です。３年生のみなさん。いよ

いよ進路決定の時期を迎えました。もうすで

に試験を受けた人もいますが、これからが本

番になります。心配や不安はあって当然で

す。そんな中で仲間たちと中学校の最後の

日々をどう過ごすか考えて欲しいと思いま

す。一日一日、一時間の授業も大切にしてく

ださい。不安から逃げずに、支え合って前に

進む、そんな仲間関係を大事にしてくださ

い。２年生のみなさん、先輩から引き継いだ

部活動は順調ですか。３学期からは生徒会も

引き継いで、みなさんが埴生中の柱となって

活動する時が来ました。学校目標の「自主自

律」を目指して、生徒会の活動が益々充実

し、そして全校生徒が生き生きと活躍できる

学校になるように頑張って欲しいと思いま

す。１年生のみなさん、みなさんも「先輩」

と呼ばれるときが近づいてきました。小学６

年生は中学校に入学する準備を進めていま

す。今の自分の姿は新入生にどう映るので

しょうか？まだまだつけないといけない力は

何か考えてみましょう。自信にあふれ堂々と

した「先輩」の姿を示せるように、仲間とと

もに自分を磨き、切磋琢磨して欲しいと思い

ます。 

 先ほどは１年の正木さん、２年の岡本さ

ん、３年の北川さんが、３学期の決意を述べ

てくれました。とても素晴らしい力強い発表

でした。全校のみなさんも３学期これを頑張

ろうと決意を新たにしていることと思いま

す。実現に向けて頑張りましょう。 

 「１月は行ってしまい、２月は逃げてしま

い、３月は去ってしまう。」と言われていま

す。短い３学期ですが、お互いに力を合わせ

て充実した３学期にしましょう。 
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お お と り  ＮＯ７ 

 生徒会の引継ぎ ～3年生から2年生へ！～ 

12/19(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「STARLIGHT」～

一人ひとりが光り輝く生徒会～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11/26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 大熊 瑛斗さんより＞ 昨年の1月から一年間、私は生徒会長をさ

せていただきました。会長としての立場で大変なこともありましたが、全校生徒の皆

さんの協力や先生方の支えによって頑張ることができました。その中で一番感じて

いることは、生徒会活動に積極的に参加してくれた生徒の皆さんの姿や、仲間を思

いやり助け合う温かさなどに感動し、埴生中の良さを改めて実感しました。最後に、

この貴重な経験を元に今後の自分の人生に生かしていきたいと思います。一年間

ありがとうございました。 

＜新生徒会長 新村 紗矢さんより＞ 私は、自分の言動に責任を持ち、全校生徒

の見本となれるよう、自分にできることを少しずつ行っていきます。生徒会長には、

「行動力」や「決断力」が必要です。ですが、どちらも今の私には足りていません。こ

の二つの力を身につけ、埴生中学校の生徒会長として、胸を張れるように頑張りま

す。一年間よろしくお願いします。 

立会演説をする会長候補者 投票の様子（市選管の投票箱使用） 新生徒会三役 

生徒総会の様子 

次期生徒会役員の紹介 

生徒会長   新村 紗矢 さん 

男子副会長 湯原 優人 さん 

女子副会長 岩佐 季里 さん 

書記          齋藤 加奈 さん   

会計         丸山 祐人 さん 

リサイクル委員会 委員長 澁谷 美空 さん 

           副委員長 竹村 海渡 さん 

生活委員会      委員長 宮本 竜斗 さん 

              副委員長 中村 柚月 さん 

図書委員会       委員長 木下 太陽 さん 

             副委員長 石坂 珠侑 さん 

編集委員会      委員長 笠原 海琉 さん 

            副委員長 日詰 杏奈 さん  

放送委員会      委員長 神田 悠佑 さん 

           副委員長 髙橋 梨乃 さん 

保健委員会      委員長 正木 蓮 さん 

            副委員長 赤沼 健太 さん  

 

体育委員会 委員長 西澤 知哉 さん   

       副委員長 石坂 日和 さん 

清美委員会 委員長 青木 穂香 さん 

       副委員長 伊熊 虹 さん 

緑化委員会 委員長 田仲 優芽 さん 

       副委員長 寺沢  一希 さん 

給食委員会 委員長 石川 哩帆 さん 

       副委員長 市川 暁大 さん 

福祉委員会 委員長 新村 七瀬 さん 

       副委員長 山口 塁 さん 

学芸委員会 委員長 小岩 玲菜 さん 

       副委員長 菅原 羽琉 さん 

代議員           議長  知野 綺音 さん 

          議長  田仲 一護 さん 

 

 

新生徒会役員の紹介 

  ３年生は、受験モードに突入し日々真剣な授業風景が見られます。今

月は、私立高校の推薦入試が始まり、２月に入ると私立高校の一般入試

や2月10日には公立高校の前期選抜入試が、3月10日には公立高校の

後期選抜入試が控えています。受験生全員が目指す高校に合格できる

ことを願い支援していきたいと思います。ご家庭でも、栄養・睡眠・規則正

しい生活等においてご指導いただき、体調管理には十分ご配慮していた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

  2年生は、来年の４月に実施される「奈良・京都への修学旅行」に向け

て、クラス別行動の計画や公共交通機関での班別行動の計画など盛ん

に行われています。すでに、３日目のクラス別見学場所は決定し、 ２日目

に予定されている公共交通機関による班別行動の計画を立てています。

パソコン教室で見学場所を検索したり、旅行ガイドブックを見ながら見学

ルートや昼食の場所をきめるなど、どの班も自分たちで創り上げる修学旅

行を目指しています。生徒からは「早く行きたいです。しっかり学習したい

と思います。」との感想が聞かれました。 
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     自分の夢を熱く語る１年生 

 班別行動計画を立てている様子 

キャリア教育とは、社会人として自立した人を育てる観点から、社

会における役割を理解し、将来の生き方について計画的に自分の

道を考えて実践していく力を育てる学習です。１学年は、このキャリア

教育の一環として、将来どんな職業に就きたいのかを各自が考え、

そのためにはどんな資格が必要なのか、どのような進路選択をしたら

よいのかを考えたり、調べたりする学習をしています。自分が調べて

まとめたことをグループ毎に発表し合いました。２年生になったら職

場体験学習があります。１年生は、将来に対して夢と希望を持ち、自

己を見つめている最中です。 

  

        真剣な授業の様子 

 

  今年度のＰＴＡ資源物回収は2回予定していましたが、2回目について

は、台風19号の被災の影響もあり中止とさせていただきました。従って、今年

度の収益については1回目の収益のみとなりました。尚、収益金につきまして

は、生徒が教育活動において必要とされるもの等に有効利用させていただ

きます。また、来年度も資源物回収を5月と11月の2回実施する予定ですの

で、保護者の皆様及び地域の皆様にはご協力をよろしくお願いいたします。 

＜収益金の報告＞ 

第1回資源物回収（R元.5.18） 

    収益金  ２５９,７８５円 

第2回資源物回収 中止 

 

 合計収益金 ２５９,７８５円 


