
＊「屋中だより」は，屋代中学校ホームページでご覧いただけます。（千曲市教育委員会⇒小中学校一覧⇒屋代中学校）

２／９「PTA総会・今年度最後の参観日」より
先週９日（金）は、今年度最後の「授業参観」ならびに「ＰＴＡ総会」「学年・学級ＰＴＡ」が行われまし

た。年度末のご多忙の中、たくさんの保護者の皆様にご来校いただき、ありがとうございました。

また、当日は駐車場として「おもいで広場」が使用できなかったことから、保護者の皆様には大変ご不便を

おかけしました。そのような中、多くの保護者の皆様が自転車や相乗り等でお越しくださったこと、ご協力あ

りがとうございました。

さて、今回は“今年度最後”の参観日でしたが、授業等の様子はいか

がだったでしょうか。この１年間でのお子さんの“成長や変化”はご覧

いただけたでしょうか。

現在、生徒たちは２月の生活目標を『ラストスパート～充実した生活

を！～』とし、学年ごとに「服装や時間のルールを徹底し、先輩の自覚

をもてるようにしよう！（１・２年）」「屋中３年間の良いまとめをしよ

う！（３年）」というテーマを決め、日々“進級や卒業にむけた準備”

に励んでいるところです。今回の参観日で、生徒たちのこうした雰囲気

の高まりも感じていただけたなら大変嬉しく思います。

※以下、ＰＴＡ総会での『学校長挨拶』を掲載いたします。

本日は大変お忙しいところ、また、厳寒の中、本年度最後の授業参観及びＰＴＡ総会に御来校いただ

きありがとうございます。

さて、今年は厳寒で、しかも雪が多い冬となりました。降雪のあと、生徒の通学する道路は東小学区

も屋代小学区も大変きれいに雪かきが行われています。生徒が安全に自転車や徒歩で通学できるよう、

地域の皆様方が早朝より雪かきをされていることに心より感謝申し上げます。

次に、お詫びをしなければならないことがあります。昨年１２月に南校舎１階のファンヒーターから

出火した件です。皆様から大変な御心配をいただきました。あらためてお詫びと若干説明をさせていた

だきたいと思います。

当日１２月２１日は、午後３時２０分頃に帰りの学活が終わり、その後音楽堂で生徒会の引継ぎ式が

行われていました。その他の生徒は、グランドや体育館で部活動に取り組んでいました。引き継ぎ式の

最中の午後３時３０分頃、ブレーカーが上がって停電となり、その後すぐに復旧しました。

３時５０分頃、南校舎を山口教頭が巡視したところ、ファンヒーター付近から炎が出ているところを

発見し、すぐに鎮火させました。出火の原因は、機器の不具合なのか分かりません。不明です。

念のために消防署に連絡したところ、確認に来校するということで消防車がきて、その後消防車の出

動のため警察車両が数台ずつやってくる大騒ぎとなってしまいました。消防車出動のためマスコミにも

情報が流れ、信濃毎日新聞社の記者やＮＨＫからの取材があり、校長が対応いたしました。地域の皆様

方や保護者の皆様方には大変な心配をおかけいたしましたこと誠に申し訳ありません。学校では、今後

も事故や出火など起こさないように十分配慮していきますのでよろしくお願いいたします。

もう一点、こんな心配の声が届きました。

「テレビなどを見ると、他県では、授業に出ない生徒がたくさんいて、携帯等で遊んだりたばこをす

ったりしている学校もあるようです。屋中は大変落ち着いた学校だけれど、同じように教室に入れない

生徒や授業に出ない生徒はいないのでしょうか」

ざっと、このような内容です。屋代中学校は、現在受験を控えた３年生を中心に大変落ち着いた状態

にあります。朝７時半から教室で学ぶ３年生、テスト前の教育相談では、教科担任の先生に食い下がっ

て質問をする１・２年生など、見に来ていただければ、こういった姿を見ることができます。

それと同時に、いわゆる不登校傾向であったり、教室の授業には参加できなかったりする生徒も若干

はいます。こういった生徒に対しては、担任の先生方が、それぞれのお子さんやご家庭としっかり連絡

を取っており、全く学校に関わりのもてない生徒はおりません。会議室や校長室等で教科担任の先生や

教頭先生と勉強したり、屋代中学校の敷地内にある中間教室「アプリコット教室」で学んだりして、自
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分なりのステップで、勉強を積み重ねています。そして、中間教室から原級に戻って高校受験を目指し

ている生徒もいます。

話が変わりますが、学校の施設関連の修繕で来校している業者さんが、仕事が終わり会社に帰ろうと

したところ、再び戻ってきて次のようなことを言われました。「いろんな学校を仕事で訪問しているけれ

ど、出会った生徒全員が気持ちの良い挨拶をしたのは、屋代中学校だけです。このことを言いに戻って

きました。」と、事務室の松嶋先生にこう伝えて車に戻っていきました。こういった挨拶の良さは、保護

者や地域の皆様方のご指導の賜物と思っております。

今後も、私たち屋代中学校の教職員は一丸となって、一人一人の生徒の伸びる力を一層伸ばそうと全

力で取り組んでいこうと思っておりますので、何か心配なことがありましたら遠慮なくお問い合わせい

ただければ幸いです。

本年度も皆様の御支援により、年度末を迎えられそうなこと、また、

どの学年学級も大変落ち着いた状態で、本年度の締めくくりができます

こと、重ねて感謝いたします。ありがとうございました。

終わりに、今年度のＰＴＡ役員の皆様方には日頃から多大なるお力添え

を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

また、今回の「学年・学級ＰＴＡ」では新年度に向けて新たな『役員選

出』も行われました。皆様方のご協力により、新年度の役員が滞りなく選

出されましたこと、誠にありがとうございました。今後とも、ＰＴＡ活動

へのご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

「Ｈ29学校評価アンケート」 ～保護者から寄せられた「ご意見」と「回答」～
今年度１１月に実施しました「保護者による学校評価アンケート」につきまして、結果がまとまりましたの

で報告させていただきます。

今回も、多くの保護者の皆様にご協力いただきました。保護者の皆様からいただいた貴重なご意見やご要望

を生かし、今後とも屋中教育の更なる充実を目指していきたいと思います。ありがとうございました。

項目 保護者アンケートからのご意見・ご要望 回 答

・テストでできなかったところの見直し 定期テスト前に５日間は朝部活が無いので、会議室を

学 などを学校でしてもらいたい。 利用して「朝学習」をしています。今年度は、「屋中サ

習 ・テスト前は学校で勉強するようにして ポーターズクラブ活動」の一環として学習ボランティア

面 もらいたい。 の方にもお越しいただき、朝７：２０頃から始めていま

す。今年度も定期テストごとに実施し、毎回２０名程度

の生徒が参加していました。

来年度も引き続き「朝学習」を実施する予定です。是

非ご参加ください。

・毎日出される家庭学習の内容が「テス 毎回（毎日）を「テスト対策」にすることは難しいと

ト対策」に対応したものであってほし ころがありますが、生徒の力を伸ばすための授業改善や

い。 家庭学習の工夫をしていきたいと考えています。

・学力向上のための「授業改善」「家庭学

習の工夫」「提出ノートの活用」をお願

いしたい。

・学力に差がある科目は「学力別」にク 今年度は、このようなクラス分けはしていませんでし

ラス分けをして教えてほしい。 たが、今後は「少人数学習」などで対応していく必要性

も視野に入れていきたいと思います。

・「冬期部活」のやり方をもっと考えてほ 冬期間の部活動については、今後も検討が必要だと考

部 しい。 えています。

活 ・冬期間は、外部活にも体育館をもっと 冬期間の「体育館使用」につきましては、顧問間で調

動 使用させてほしい。 整しながら対応しています。「本校には体育館が一つし

かないこと」や「冬期間にバレーやバスケの大会がある

こと」等から、通常の体育館部活の使用を優先すること

もありますが、できるだけ外部活も使用できるように考

慮していきたいと思います。

・今の部活動に満足せず、より質の高い 部活動に限らず、指導の場においては適切な助言等を

活動を心がけて欲しい。 心がけていかなければならないと思います。今後も、研

・顧問の指導方法に疑問を感じることが 修等を重ね、職員間でも意識統一を図り、指導の質を高

ある。 めていきたいと思います。



・部活動の「実施時間」等について、ス 部活動の「活動時間」「休日の取り方」等につきまし

ポーツ文化活動運営委員会でしっかり ては、『更埴部活動大綱』に従って実施しています。た

話し合い決定してほしい。 だし、まだ検討の余地がありますので今後も検討してい

・部活動の朝練習を年間通して行ってほ きたいと思います。

しい。

・自転車通学のルールを徹底してほしい。 自転車通学許可生徒はかなりの人数が当てはまります

交 ・横並びの運転、飛び出しが目につく。 ので、自己の意識で防げる事故については極力意識を高

通 ・学校での講習をしてほしい。 められるよう随時指導をしていきたいと思います。

安 また、年度当初に自転車の乗り方等についての「交通

全 安全教室」を実施していますが、時間が経つにつれ意識

が低下してしまっているように感じます。

今後、折にふれて服装や挨拶を含め指導をしていきま

す。お気づきの点がありましたら、学校にもお知らせい

ただき、地域やご家庭でもご指導いただけるとありがた

いです。

・通学路でないところを通っている生徒 本年度は、「春秋の交通安全週間」「毎週月曜日朝の職

を見かける。交通安全上危険なので注 員による交通巡視」また、新たに「ＰＴＡ校外指導委員

意をお願いしたい。 会による巡視」を行い、生徒の交通安全に努めてきまし

た。目の届かないところもありますので、来年度は「放

課後の見回り」等も計画しています。

引き続き、地域の皆様やご家庭でもご指導いただける

とありがたいです。

・学校内でケガをしたときは早めに対処 学校内のケガ等につきましては、今後とも迅速な対応

学 し、必要に応じてすぐに保護者へも連 を心がけていきます。

校 絡していただきたい。

生 ・夏のジャージ生活について、生徒が快 「夏期ジャージ生活」は、元々学校としては認めてい

活 適に夏を過ごせるよう対応をお願いし なかった活動でした。しかし、生徒から上がってきた声

全 たい。熱中症の心配もあり、より良い をもとに、生徒会が中心となって学校（先生方）に要望

般 対応を検討していただきたい。 し、現在のような「夏期ジャージ生活」として定着して

きています。

このような経過から、『生徒の声』や『生徒会活動』

を尊重していきたいと考えていますが、ご指摘の通り、

生徒の安全面や健康面を十分に考慮し、今後対応してい

きたいと考えています。

・校内においても冬期ジャージ生活を検 「冬期ジャージ生活」につきまして、現在、生徒から

討してほしい。スラックスもあるよう も声が上がってきており、生徒会でも取り上げようとし

ですが、更衣室もないため検討をお願 ている動きがあります。

いしたい。 こうした生徒や保護者の皆様の声を参考にしながら、

・女子制服のスカートの「ギャザーがと 生徒の安全面や健康面を十分に考慮して対応していきた

ても傷んでしまうこと」や「足が寒い いと考えています。

こと」から、冬期もジャージでの生活

を検討してほしい。

・「有線」以外に、家への連絡方法がある 現段階では「有線電話のみ」での連絡方法となってい

とよい。 ます。送迎等の連絡は、（緊急の場合を除き）事前にお

子さんと「時間や待ち合わせ場所」等を確認しておくよ

うにお願いします。

・「杏苑祭」が、地域の保育園運動会と重 文化祭の日程は、千曲市内の中学校間で連絡を取りあ

なることが多く、音楽会が見られず残 って設定（同一日）しているため、現状としては本校の

念だという人が多い。日にちが重なら みを他日にすることは困難です。

ないようにするか、時間を午後にして

みるとか考えてほしい。

・「３年生を送る会」の保護者参観をお願 会場設定（体育館）の都合上、壮行会のように保護者

いしたい。 の方の参観場所を設けることができません。申し訳ござ

いません。

・ホームページの活用を積極的にお願い 今年度、ホームページに掲載する「屋中だより」や「月

したい。 歴」等を早めに更新できるよう心がけてきましたが、時

期によって多少遅れることもありました。このようなこ

とが無いように努めていきたいと思います。



保健室（養護の先生）が「相談できる場所」であると、何度となくお便りでお知らせくださり、

感 親としてとても安心感があります。「学校便り」は、子どもたちや学校の今の様子など、大切なこと

想 がとても分かりやすく書かれていてありがたいです。

・ 校長先生が、気軽に生徒に声がけをしている姿を拝見しました。生徒も笑顔で答えていた姿がと

そ ても心に残っています。部活の大会やコンクールにも積極的に来ていただき、子どもたちの励みに

の なっています。

他 杏苑祭の音楽会での生徒たちの合唱はとても楽しみです。特に、３年生が素晴らしかったです。

授業参観や学年懇談では、詳細に子どもたちの様子を教えていただき、大変分かりやすくてありが

たいです。

子どもが学校に行けずにいる今、担任の先生、保健の先生、部活動の顧問の先生などが、ちゃん

と子どもと向き合って関わってくださり、本当にありがとうございます。

学級通信でクラスの現在の様子がうかがえ、感じることができて嬉しく思っています。写真入り

の時もあり、わかりやすく様子が伝わってきていいと思います。

担任の先生、顧問の先生他、とても熱心に指導していただき本当に感謝しています。娘が成長し

ていく様子に、日々感動しています。ありがとうございます。

いつも娘がお世話になりありがとうございます。「１０番」の質問（お子さんは学校へ行くのを楽

しみにしている）に対して娘に聞いたら、すぐに「楽しみにしている！」と返事が返ってきて安心

しています。明日を楽しみにできる学校にしていただいていることに感謝しています。

屋代中学校の生徒はみんな穏やかでよいと思います。子どもに関する相談にも、先生方が親身に

なって話を聞いていただいて大変安心できます。

校長先生、いつも街頭に立ち、登校する生徒たちを見守って頂きありがとうございます。参観や

行事等で学校に行っても、いつも校内がきれいで気持ちがいいです。

壮行会、先生たちの熱い想いのパフォーマンス、親近感が湧きとても素敵でした。これからも続

けてほしいです。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆［連絡事項］◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
○ 吹奏楽部「第16回中部日本重奏コンテスト長野県大会」の結果を報告します。この大会で、今年度のア

ンサンブル活動は全て終了となりました。ご声援ありがとうございました。

◇「フルート３重奏」『金賞』（２年：滝沢凜、稲玉／１年：北澤）

◇「木管７重奏」『銀賞』（２年：近藤／１年：北村、佐藤、亘、岡田、清滝、高野）

◇「金管５重奏」『金賞』（１年：桑、美齊津、鎌田、塚田、細野)

○ 先日、教頭先生と千曲市教育委員会（赤地教育長）が、千曲警察交通課長に「森地区の交差点（倉科地区

入口のＹ字路）から２０～３０ｍ先に新たな横断歩道を設置できないか」という旨の陳情に行ってまりまし

た。この交差点付近は、「車のスピードが出やすい道路であること」「直前のカーブ（北側）に樹木等の『死

角』があって車の往来が確認しづらいこと」等の理由から、以前から横断歩道の設置について要望があった

場所になります。特に、生徒の『下校時』については、その危険性が指摘されていました。

今後、実際に横断歩道が設置されるまでには時間がかかるようですが、これからも生徒の安全を最優先に

考え、学校や地域の声を届けていきたいと思います。

○（ＰＴＡ総会での「校長挨拶」でも触れていますが）先月、体育館の雨漏りを確認していただくために業者

様に来ていただきました。その業者の方が仕事を終えて会社に戻ろうとした際、わざわざ事務室にやってき

て松嶋先生に次のようにおっしゃっていたそうです。

『いろんな学校に仕事で伺ったけれど、仕事中に会ったりすれ違ったりした中学生が、全員挨拶をして

くれたのは屋代中だけです。そのことだけを言いたくて戻ってきました！』

学校を訪れる業者の方は、色々な学校の様子をご覧になっています。この言葉は、そうした業者様からい

ただいた言葉（評価）ですから大変うれしい言葉です。今後とも“屋中生の誇り”を心がけ、日常的（当た

り前）に実践していきたいです。

○ 来週２１日（水）から翌週２７日（火）までの５日間、今年度最後の「第

３回教育相談」が予定されています。毎学期に１度ずつ教育相談を設けてい

ますが、今回も生徒全員を対象に実施します。

進級や卒業を目前にした大切な時期です。少しでも不安や心配事があれば

担任に相談してください。短時間ではありますが、有意義な時間となるよう

ご協力お願いします。

尚、担任の都合（出張）や時間等の関係で、この期間に相談できない生徒

が出てくる場合もありますが、今年度中に必ず全員と実施しますので、あら

かじめご了解ください。




