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２０１９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 
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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    小林 克浩（川中島中より） 技術  ３年１組担任    松田 智津子 英語 

教頭   村松 啓司 保体・養学  ３年２組担任 ○瀧澤 貴 数学・保体 

教務主任   小林 啓司 技術  ３年３組担任 ◎塚田 伸一 音楽 

１年１組担任 ○大井 悠己 国語  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 ◎中澤 正明 数学・社会  ３学年副担任    山崎 裕幸 数学・理科 

１年３組担任    髙橋 ひかり 社会  5組担任・３学年副担任    山口 直子 英語 

１学年副担任(生徒指導主事）    小田原 隆（戸倉上山田中より） 理科・保体  養護教諭    辻  佳代   

１学年副担任    湯原 憲造（戸倉上山田中より） 保体  事務主任    山﨑 住夫  

6組担任・１学年副担任    南部 春子（櫻ヶ岡中より） 家庭  国語指導教員    白井 亜希 国語 

２年１組担任    洞口 淳 保体  適応支援員    粕尾 智江子   

２年２組担任    北村 亜矢子 美術  図書館司書    鈴木 綾   

２年３組担任 ○渡辺 祐一 理科  特別支援教育支援員    栁澤 容子   

２学年副担任 ◎郷原 克彦 社会  庁務員    窪田 今朝人   

２学年副担任    畑 公彦  英語・保体  庁務員    佐藤 今朝光   

２学年副担任    丸山 綾子 数学  外国語指導員（AＬＴ）    ｷﾝｸﾞ ｶｰｸ ｱｼｭﾚｲ 英語 

 ◎学年主任  ○学年副主任   部活動指導員    櫻井 俊一  

 生徒昇降口にも掲示されています。 
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  ２０１９年度  入学式   

           「式辞」         校長  小林 克浩        

おおとり   Ｎｏ１ 埴生中学校 

   今年は寒暖の差が激しい日が続いていますが、そ

んな気候の中でも草花は着実に成長し、杏の花が咲

く季節となりました。春の訪れを感じるこの良き日

に、千曲市長様、市議会議員の皆様、地域役員の皆

様をはじめ、多数のご来賓並びに保護者の皆様のご

臨席を賜り、2019年度の入学式を挙行できますこと

を、高いところからではございますが、厚く御礼申

し上げます。 

 新入生の皆さん、そして保護者の皆さん、ご入学

おめでとうございます。今、入学式に臨む皆さんの

表情や姿から「頑張るぞ！」と思っている様子が見

てとれます。大変頼もしくもあり、うれしく思いま

す。これから中学校での生活が始まりますが、埴生

中の生徒しての自覚をもって、一日も早く学校生活

になじみ、勉強や運動、生徒会活動などに頑張って

ほしいと思います。 

 埴生中学校の学校目標は『自主自律』です。自主

自律とは、「他人や周りからの干渉を受けず、自発

的に自分自身で考えて行動し、自分自身の規範に

従って自らを律すること」です。 分かりやすく言

うと、怠けたりわがままを言いたくなったり、弱い

心が芽生えたりしてしまうときにも、自らを奮い立

たせ、周りの人に流されず、乗り越えていく強い心

を持つことです。しかし、大人に向かっての成長を

目指す中学校の三年間は、決して良いことや楽しい

ことばかりではありません。時には悩み、悲しみ、

くじけそうになることもあるでしょう。でも皆さん

は一人ではありません。そんな時は周りにいる友だ

ちを頼りましょう。きっとあなたのことを分かって

くれます。先生たちも一緒に悩み、一緒に考えてく

れる心強い味方です。遠慮なく相談をしてくださ

い。ご家族をはじめ地域の方々も、皆さんに、大き

く逞しく成長してほしいと願っています。不安に

なったり、悩んだり、失敗したり、そういう経験を

たくさん積んで、そこを乗り越えていく中で「自主

自律」の力が身につくのだと思います。この埴生中

学校でその基礎をしっかりと築くためにみんなで一

緒に頑張りましょう。 

保護者の皆様に申し上げます。副学籍のお子さんも

含めて１０７名の新入生、今、確かにお預かりいた

しました。職員一同心を合わせ、学校は子どもたち

のために存在するという自覚を常にもって、子ども

たちの全人的成長を期待しつつ、励んでまいる所存

です。申し上げるまでもなく教育は、学校と家庭と

の理解と信頼・協力があって初めてその効果を上げ

得るものでございます。どうか学校に対しましてご

理解とご協力を賜りますようお願い致します。 

 最後になりましたが、多くのご来賓の皆様方のご

臨席を賜り誠にありがとうございました。今後とも

私たちの教育実践に対しまして、温かいご支援とご

協力を賜りますようお願い申し上げます。皆様方の

益々のご健康とご発展をお祈りし、式辞と致しま

す。 

発行日 2019年4月26日
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  4月9日に新1年生の「生徒会入会式」が行

われました。生徒会長の大熊瑛斗さんから

は、「1年生の皆さんご入学おめでとうごおざ

います。今日は生徒会の内容がわかる情報

が聞けると思います。友達と同じ委員会がい

いではなく、自分がやり遂げられる委員会を

決め埴生中のために活動できるようになって

ほしいと思います。」と新会員になったばかり

の1年生を温かく歓迎する挨拶がありまし

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）に家

から持ってくる時に入れてくるバッグ（エコバッ

グ）が渡されました。１年生の代表の森悠真さ

んからは「中学校の生徒会では生徒が中心と

なって活動していくと聞いています。僕は児童

会で学んだ“仲間と協力することが大切”とい

うことを生かし頑張っていきたいと思います。」

と、お礼の挨拶がありました。 

                    生徒会入会式（4/9） 
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苗木基金を贈呈（4/9) 

 ネパールにて基金で植林をしている

話をする笠井さん 

 本校では平成10年から毎年続いている伝統的

な活動として、ネパールに苗木を植えるための援

助金を送っています。資金源は、生徒会で毎週

行っているリサイクル活動（エコバッグプロジェク

ト）で得た収益の一部を寄付金として充てていま

す。今年も、学校を代表して、リサイクル委員長の

田島未来さんより環境カウンセラーの笠井さんに

寄付金が手渡されました。田島さんは「埴生中の

リサイクル活動が他の国の人たちや地球環境の

ために役立っていることに誇りを感じました。」と感

想を話してくれました。これからも人のためや環境

のためにも伝統を引き継いでいければと思いま

す。 

 リサイクル活動にご協力をお願いします。 

毎週火曜日…アルミ缶収集 

毎週木曜日…紙パック、テトラパック収集 

 基金を渡すリサイクル正副委員長 

 生徒会入会式に入場する新入生  初めて生徒会歌を聞く1年生  生徒手帳・エコバッグが渡される 

年度の初めということもあり、命を大切にするための

安全教育を集中的に行いました。中学生になると判断力

も確かになってきます。自分の身は自分で守ることの意

識を高め、それぞれの訓練や教室で学んだことを大切

にしてほしいと思います。ご家庭でも安全には常に気を

つけるように声を掛けてください。 

4/12(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）」を大事に考えた訓練でした。消防署の方より「真

剣な訓練ができました。」と講評をいただきました。 

4/17(水）には、「集団下校訓練」が行われました。毎

年、緊急事態発生に備え、この訓練を実施しています。

地区生徒会長中心に人員点呼などスムーズに行い、地

区ごとに地区担当の顧問の先生と一緒に集団で下校を

行いました。 

4/11（木）には、千曲署の交通安全課の海老原巡査

から交通事故防止について、具体的に話をしていただき

ました。自転車の乗り方でヘルメットの重要性を再確認

したり、交通ルールを守る重要性について教えていただ

きました。 

 

 ４/５(金)「部活動発足式」が行われ

ました。各部の顧問が発表され、全員

で“気合いを入れ”を行い、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4/15（月）に行われました。部長

会長の増田優唯さんからは「自分自

身が3年間本気で頑張れる部活を真

剣に決めましょう。」との話があり、各

部の発表を見ました。この後、部活動

見学・仮入部を経て、5/7（火）から本

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。 

 

「自分の身は自分で守る」安全教育を集中して行いました。 

第1回「避難訓練」（4/12）・集団下校訓練（4/17）・交通安全教室(4/11) 

部活動発足式（4/5)・部活動説明会(4/15) 
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部活名 顧問 

野球 ○大井  小林 

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 櫻井 

男女ハンド 
○髙橋 倉田  

小田原 

剣道 
○山崎 丸山

（村松） 

美術･総合 ○北村 南部 

吹奏楽 ○塚田 山口 

水泳 ○湯原 郷原 

  部活動説明会の様子 

  消防署の方から話を聞く生徒の様子 

  素早く避難・人員点呼の様子 

  「顧問の発表」の様子 


