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長野県千曲市立埴生中学校 

〒387-0012 長野県千曲市大字桜堂 100 番地 
【電話】026-272-0015 【FAX】026-273-2792 
【E-mail】hanyuchu@school.chikuma-ngn.ed.jp 

【位置】東経 138 度 7 分 35 秒 北緯 36 度 31 分 12 秒 標高 362m 
 



１ 学校目標 

自主自律 
〈教育目標〉「自ら考え，対話し，学び合える生徒の育成」 

   ○熟慮し自分の考えをまとめ発信できる生徒  ○対話し、創造的な学びを深める生徒 

２ ２０１９年度重点目標 

    キャッチフレーズ 

   「対話的創造的に学び、精一杯活動！」 

～熟慮し、考えを発信し、対話的・創造的に学び合い、精一杯活動する～ 

≪重点活動≫ 

   １ 対話的・創造的に学び 

○熟慮し考えを積極的に発信 

○対話して学び合う 

○気持ちよい挨拶・声がけ 

○創造的・独創的な活動  

２ 精一杯活動 

○精一杯の歌声 ○精一杯の清掃 ○精一杯の努力 

３ 沿革の概要 

昭和 31 年（1956） 埴生町立埴生中学校と埴生町立杭瀬下中学校 
          を統合して埴生町立埴生中学校開校 
昭和 33 年（1958） 校歌制定 
昭和 34 年（1959） プール建設、更埴市制施行、更埴市立埴生中 

学校となる 
昭和 40 年（1965） 10 周年記念事業 
昭和 49 年（1974） 男子バスケットボール県大会優勝 
昭和 50 年（1975） 創立 20 周年記念式典 
昭和 59 年（1984） 造形教育全国大会開催 
昭和 60 年（1985） 30 周年記念事業・式典 
平成 ５年（1993） 同和教育「作文・詩・ポスター」の部学校賞 
平成 ９年（1997） ハンドボール・陸上北信越大会出場 
          吹奏楽東海大会金賞 
平成 10 年（1998） 新校舎落成 40 周年記念式典 
平成 13 年（2001） ハンドボール県大会男子優勝、女子準優勝 
平成 14 年（2002） ハンドボール県大会男子優勝、女子準優勝、複合教育施設竣工 
平成 15 年（2003） 千曲市誕生、千曲市立埴生中学校となる、ハンドボール北信越大会出場 
平成 16 年（2004） ハンドボール男子北信越大会３位 
平成 17 年（2005） 創立 50 周年記念式典、ハンドボール男子北信越大会３位 
平成 18 年（2006） ハンドボール男女、剣道男子北信越大会３位 
平成 19 年（2007） ハンドボール男女、剣道男子個人全国大会・北信越大会出場 
平成 20 年（2008） 水泳男子個人北信越大会出場、吹奏楽県大会金賞 
平成 21 年（2009） ハンドボール男女、水泳男子北信越大会出場 
平成 22 年（2010） 水泳男子県総合優勝・全国大会出場、ハンドボール男子県大会優勝・北信越大会出場 
          第 11 回環境美化教育全国優秀賞受賞、サッカー部県大会出場 
平成 23 年（2011） ハンドボール男女・水泳男子個人・剣道女子団体北信越大会出場 
平成 24 年（2012） ハンドボール男女北信越大会出場 

水泳男子・陸上個人・バスケットボール女子県大会出場 

平成 25 年（2013） ハンドボール女子北信越大会出場、野球部第３回東日本少年軟式野球大会出場 
平成 26 年（2014） ハンドボール男女北信越大会出場 
平成 27 年（2015） 創立６０周年記念式典、熊木杏里さん記念コンサート 

ハンドボール男女県大会優勝・北信越大会出場 

平成 28 年（2016）  ハンドボール男女県大会優勝、北信越大会出場 
平成 29 年（2017） ハンドボール女子県大会優勝・男子県大会３位・北信越大会出場 
平成 30 年（2018）  ハンドボール女子県大会優勝・女子北信越大会 3 位・男子北信越大会出場 

校章 おおとり 

開校の精神を象徴する。 

鵬の姿をかたどった校章には，希望と若さが溢れ

ている。その眼には希望が溢れ，そのくちばしに

は清純な若々しさがみなぎる。左右に伸び広がる

両翼としっかり張った尾羽根には，均整のとれた

力量感と伸びゆくもの，若きもののもつ流動感が

溢れている。埴生中学校の生徒は，開校以来この

校章に象徴された希望と自主自律の精神をもって

学業に励んできた。そしてまた，これからもその

精神を大きく守り育てて，理想の実現に邁進して

いくであろう。 

音楽会 学年合唱 



４ 生徒数                           ２０１９年５月 1日現在 

生
徒
数 

学 年 １学年 ２学年 ３学年 特別支援学級 合計 

学級数 ３学級 ３学級 ３学級 ２学級 １１学級 

男子 ５２ ５０ ６０ ４人（内数） １６２人 

女子 ５４ ４８ ５０ ８人（内数） １５２人 

学年生徒 １０６人 ９８人 １１０人 12人（内数） ３１４人 

 

５ 職員組織    校長：小林 克浩   教頭：村松 啓司              ○主顧問   

学年・学級 職員氏名 担当教科等 部活顧問 ＰＴＡ担当 地区担当 

教務主任 小林 啓司 技術 学校自己評価、コンプライアンス 野球 施設部 ○寂蒔 

１年１組 大井 悠己 国語 学年副主任・道徳人権教育推進教師 ○野球 ○支部長会 新田 

  ２組 中澤 正明 社会・数学 学年主任 サッカー 学級会長会 桜堂 

  ３組 髙橋ひかり 社会 総合的な学習 ○ハンドボール 施設部 ○中 

副担任 小田原 隆 理科 生徒指導主事 ハンドボール 校外指導部 鋳物師屋 

副担任 湯原 憲造 保体 更埴中体連事務局 ○水泳 支部長会 ○小島 

副担任 南部 春子 家庭 6 組担任 美術・総合 ○教養部 杭瀬下 

２年１組 洞口 淳 保体 部活動主任 ○女子バスケットボール ○施設部 寂蒔 

  ２組 北村亜矢子 美術 研修・厚生 ○美術・総合 教養部 ○新田 

  ３組 渡辺 祐一 理科 学年副主任・研究主任 ○サッカー 人権教育 鋳物師屋 

副担任 郷原 克彦 社会 学年主任 水泳 学級会長会 ○桜堂 

副担任 畑  公彦 英語・保体 ＰＴＡ事務局 男女バスケットボール ○本会○健全育成 ○打沢 

副担任 丸山 綾子 数学 給食指導 剣道 会計（本会） ○杭瀬下 

３年１組 松田智津子 英語 生徒会 ○男子バスケットボール ○人権教育( 打沢 

  ２組 瀧澤 貴 数学 学年副主任 ○女子バレーボール ○校外指導部 新田 

  ３組 塚田 伸一 音楽 学年主任 ○吹奏楽 ○学級会長会 杭瀬下 

副担任 倉田 健治 国語・社会 進路指導主事 ハンドボール ○副支部長会 ○鋳物師屋 

副担任 山崎 裕幸 理科・数学 環境教育 ○剣道 副支部長会 中 

副担任 山口 直子 英語 ５組担任、特別支援コーディネーター 吹奏楽 厚生部 小島 

養護教諭 辻  佳代  保健主事  ○厚生部 寂蒔 

・事務主任：山﨑 住夫  ・教育課題支援非常勤講師：白井 亜希  ・

適応指導員：粕尾 智江子       

・学校司書：鈴木 綾   ・特別支援教育支援員：栁澤 容子    ・

部活指導員：櫻井 俊一 

・外国語指導助手：キング カーク アシュレイ 

・庁務員：窪田 今朝人、佐藤 今朝光 

・スクールカウンセラー：松原 耕平 

 
６ ＰＴＡ活動 
   活動スローガン 

    「大切な人の未来（あした）のために。今、できること」 
（敬称略） 

会 長 山口 由一 １学年会長 相澤 澄江 校外指導部長 森  康子 小島支部長 竹田 徹 

副会長 赤沼 一仁 ２学年会長 木下 真美 施設部長 高橋 奈々 杭瀬下支部長 鹿田 健司 

副会長 鎌田 恵美子 ３学年会長 森山 朋子 寂蒔支部長 宮坂 宏 新田支部長 松本 弘幸 

副会長 小林 克浩 人権教育委員長 北島 弓 鋳物師屋支部長 中村めぐみ 中支部長 小林 浩之 

監 事 佐藤 智雄 教養部長 中村めぐみ 打沢支部長 竹内 信二 副支部長会長 宮崎里恵子 

監 事 鈴木 小夜 厚生部長 竹内 慶子 桜堂支部長 鈴木 直子   

おおとり支援隊 学習支援 

市民プール清掃 



７ 生徒会活動 

 

 

 

 

 

 

生徒会を支える役員の皆さん （敬称略） 
会長：大熊 瑛斗   副会長：春日 芙巳   副会長：倉光 晴心 

書記・会計、人権尊重：竹田 美波、山崎 哲哉   会計監査：近藤 未夢、立川 知沙 

代議員会議長：北島 央、森川 弦羽 

リサイクル 田島 未来 吉野 日和 放 送 小林 萌花 倉光 悠晴 緑 化 佐藤 法晟 山本 楓雅 

生 活 中島 心花 山崎 智哉 保 健 鈴木 蒼空 宮下なつ美 給 食 瀬戸 彩栞 青木 晨 

図 書 関口 小雪 武田 麻由 体 育 吉田 哉輝 原山 実莉 福 祉 小田切 蒼 宮坂 有輝 

編 集 亘  修平 小澤紗也華 清 美 関  永遠 市川 美織 学 芸 西澤 慧隼 石井萌々香 

 

８ 日課表 

活動 ６時間授業日 5 時間授業日 80 分総合の日 

朝部活 7:30～7:55 ※大会１ヶ月前と冬期（11～3 月）のみ 

朝の活動 8:10～ 8:20 

学級活動 8:20～ 8:30 

第１校時 8:40～ 9:30 

第２校時 9:40～10:30 

第３校時 10:40～11:30 

第４校時 11:40～12:30 

給食・昼休み 12:30～13:25 

第５校時 13:30～14:20 
13:30～14:50 

第６校時 14:30～15:20  

清掃 15:30～15:45 14:30～14:45 15:00～15:15 

学級活動 15:55～16:10 14:50～15:05 15:25～15:40 

委員会・集会   15:50～16:10 

一般下校 16:20    15:20    16:20 

 

９ 年間行事計画 

月 主  な  行  事 

４月 入学式，始業式，部活動発足式，生徒会入会式,３年修学旅行，家庭訪問（１・２年），授業参観① 

５月 生徒総会，音楽鑑賞教室，中間テスト，親子講演会・部活動参観，資源回収① 

６月 更埴大会，市民プール清掃，北信大会，期末テスト 

７月 県大会，終業式，１年乗鞍登山，２年農林業体験・職業体験，３年懇談会，夏休み（26 日～） 

８月 夏休み（～22 日），始業式 

９月 おおとり祭(27 日・28 日) 

10 月 中間テスト，３年千曲市合同音楽会，薬物乱用防止教室，小６体験入学 

11 月 期末テスト，授業参観②，生徒会役員選挙，資源回収② 

12 月 保護者懇談会，生徒総会，終業式，冬休み（27 日～） 

１月 冬休み（～6 日），始業式，新入生保護者説明会 

２月 授業参観③，公立高前期選抜，期末テスト 

３月 公立高後期選抜，３年生を送る会，終業式，卒業証書授与式，春休み（18 日～） 

２０１９年度 目標 

『ＳＴＡＲＬＩＧＨＴ』 
～ 一人ひとりが光輝く生徒会 ～ 

部活動の終了時刻 

時期 部活終了時刻 完全下校時刻 

４月～８月 18:15 18:30 

９月 18:00 18:15 

10 月 17:15 17:30 

11 月～1 月 17:05 17:15 

２月 17:20 17:30 

３月 17:35 17:45 

※ 水曜日放課後とテスト前３日間は原

則として部活動を行わない。 
※ 水曜日５時間目終了後は、 

・短学活 14:30～14:45 
・フリータイム 14:45～15:10 
・一般下校 15:20 

 


