
飯綱中学校だより 平成2９年７月２６日（№３）

よきかな若人
～「充実した１学期！！」～

日々の授業を大切にしながら，宿泊体験学習，テーマ学習など多くの行事，生徒会活動、部活動などに

全力で取り組み，力をつけてきた充実の１学期（７４日間）が終わります。

＜１学期終業式での学年代表の発表＞
＜１学年代表：田村 真都 くん ＞

僕達１年生は，４月６日に飯綱中学校に入学し，たくさんの事を学びました。

その中でも僕は，三つの事が特に印象に残っています。

一つ目は，テストです。小学校の頃から，「中学校に入学したらテストが難し

くなる」ということは，先生や親に何度も言われていました。ですが，どのく

らいテストが難しくなのか僕は実際わかっていませんでした。そんな状態で，

中間テストを迎えました。中間テストを受けてみて感じたことは，小学校より

もテスト範囲が広く，問題の量が多いと感じました。さらに，期末テストでは，

中間テストで感じたことと記述問題が多くなっていて，さらにテストが難しく

なっていました。２学期のテストでは，授業の復習を多くしてもっと理解を深

めてテストに臨めるようにしたいです。

二つ目は，部活動です。僕は，今までやっていたサッカーを離れ，未経験のバスケをやっています。初

めて部活に行ったときは，知らない先輩がまだ多く，自分が何をしたらいいのかわかりませんでした。で

すが，何回も部活をやっていくうちに，先輩達ともコミュニケーションを取れるようになりました。大会

では先輩達の応援で，勝つ喜びや負けた悔しさを少しですが体験することができました。今は，３年生の

先輩は引退してしまったので，これからは２年生の先輩と協力して部活を盛り上げていきたいです。そし

て，２学期の部活では，甘い自分を捨てられるようにしたいです。

三つ目は，宿泊体験学習です。僕達１年生は，国立妙高青少年自然の家に宿泊しました。そして，最初

に焼きそば作りをしました。みんなで火起こしをして，肉，野菜，麵をいため味付けをし，わかめスープ

も作りみんなで食べると，とてもおいしかったです。その後，キャンプファイヤーをしました。クラスご

とに出し物を決めて発表していき，フォークダンスのマイムマイムはとても盛り上がりました。オリエン

テーションでは，今まで気がつかなかった友だちのよいところやすごいところをたくさん見るける事がで

きました。それ以外に，他校との人とも仲よくなれました。

体験を生かし，学校以外の場所でも，友だちのよいところやすごいところをたくさん見つけたいです。

＜２学年代表：大川 結衣 さん＞

私の１学期の反省は，三つあります。

一つ目は，宿題についてです。私は，計画を立てても計画通りにできず、日

曜日ためこんでしまうことがありました。２学期は，帰ったらすぐにやって，

計画通りに行い，毎日提出していきたいです。そして，テスト前には，テスト

勉強を行っていきたいです。１学期は，テスト勉強を計画的にできず，あまり

よい結果ではありませんでした。２学期中間テストからは，苦手教科を中心に

バランスよくやっていきたいです。

二つ目は，授業態度についてです。私は，授業中に近くの友だちと話をして

しまうことがありました。それで授業中に先生に注意されてしまったこともあ

りました。２学期からは，授業中に話をしたり，グループ活動のときは大きな

声を出したりしないで，真面目に取り組んでいきたいと思います。

三つ目は，宿泊体験学習についてです。宿泊は体験は，新しいクラスでの最初の大きな行事でした。そ

こで，池めぐりや飯盒炊飯などの活動を通してクラスの人や班の人と関わり，今後の生活に生かせる絆が

できました。学級目標である一致団結が達成することができ，今回の宿泊体験学習では，みんなで協力す

るということを学べました。２学期には合唱コンクールなどがあるので，学んだことを実行していきたい

です。



＜３学年代表：河野 天音 さん＞

今年３年になってからのテストでは，１，２年の範囲３年の既習範囲があ

り，より範囲が広くなりました。

得意科目では，どうしても手を抜いてしまったり，後回しにしてしまった

りすることが多かったのですが，１学期中のテストでは，手抜きをせずにテ

スト勉強をすることができました。そのため，前の学年でのテストより満足

のいく点を取ることができたのでよかったと思います。

しかし，そんな中でも改善が必要な教科もありました。苦手だったり不得

意だったりした教科では，先生にわからなところのすべてを聞くことができ

ずにテスト当日になってしまったものもあり，あまりよい点数を取ることが

できませんでした。だから，当日困らないようにわからない分野などは積極的に質問したり，聞いたりで

きるようにして，曖昧な部分をなくす努力をしていきたいです。

他にもクラスや学年での活動や修学旅行，いいづなの学習での職場体験など，去年とは少しちがった内

容だったりしましたが，楽しくて有意義な１学期を過ごすことができたと思います。

今後は，積極性を大切にしながらも１学期学んだことを生かしながら，学校生活を送れるようにしてい

きたいと思います。

校長先生からは，「夢と勇気をもち、挑戦する」ということから１学期のさまざまな活動を振り返り，

『２学期、開かれた人間関係、開かれた友だち関係ができるように期待します。夏休みは「夏休みという

自分自身の学校」でしっかりと学んで来てください。とりわけ、３年生は，「今までで一番自分の力で勉

強した」と言える夏休みにしてください。事故のない，よい夏休みを』というお話がありました。

《１・２年宿泊体験学習，３年テーマ学習》

・・・・・・ ７月１９日～２１日にかけて各学年の活動を行いました。・・・・・・

＜１学年＞

学年目標「信頼～クラスの輪を学年の輪に～」を掲げて，国立妙高青少年自然の家で宿泊体験学習を行

いました。１日目は，昼食（やきそば）づくりを行い，アドベンチャープログラム，キャンプファイヤー

を行い，２日目は，オリエンテーリングを行いました。天候にも恵まれ，自分の責任を果たしながら，互

いに支え合うことを大切にし，学年･学級の仲間とさまざまな活動に取り組むことを通して，友だちの新

たな一面に触れ，よさに気づき，関係が深まりました。一人ではできないこともみんなで本気になって力

を合わせると達成できることも学びました。

<２学年>

学年目標「おいしい具になろう」を掲げて，志賀高原・北志賀高原方面で宿泊体験学習を行いました。

１日目は大沼池めぐりを中心に志賀高原の自然散策，キャンプファイヤーを行い，２日目は，学年レク（仲

間づくりゲーム），飯盒炊飯を行いました。天候にも恵まれ，神秘的な大沼池の水の青さなど志賀高原の

大自然に包まれながら，自分たちで計画してきたたくさんの活動をとおして，班や学級，学年の仲間との

つながりを深めることができました。



＜３学年＞

１日目は体験活動，２日目は進路講話，３日目は地域聞き取り学習を行いました。「飯綱町のためにで

きること」をテーマに掲げ，「保育・教育」，「産業・観光」，「環境・自然」，「福祉」，「農業」，「伝統・文

化・芸能」６つの分野に分かれて，保育園，ヒマワリを植える畑作り，飯綱山登山など，飯綱町のさまざ

まな場所で体験活動や地域聞き取り活動を行いました。体験をとおして追究できたことを，２学期に行う

町への提言につなげていきます。

《飯中’Ｓ ＢＥＳＴ 全力を出し切った！！》 中体連各種競技結果
＊保護者・地域の皆様にもたくさんのご声援をいただきました。ありがとうございました。

陸上部 北信陸上 角田 啓太：四種競技 ７位 高野 美穂：１５００ｍ ７位

藤井 勇気：１５００ｍ ８位 大川 郁未：棒高跳び ４位

県大会 角田 啓太：四種競技 ７位

男子バスケットボール部 長野上水内大会 ４試合（１勝３敗）

女子バスケットボール部 長野上水内大会 ２試合敗退

男子テニス部 長野上水内大会 個人戦 橋詰 巽・町田 凛平 ベスト１６ 北信大会出場

高橋 渓介・小林 潤平 ベスト４８ 北信大会出場

北信大会 団体戦 準優勝（県大会出場）

個人戦 橋詰 巽・町田 凛平 ベスト１６ 県大会出場

高橋 渓介・小林 潤平 ２回戦敗退

県大会 団体戦 １回戦敗退

個人戦 橋詰 巽・町田 凛平 ３回戦敗退 県ベスト１６

女子テニス部 長野上水内大会 個人戦 萱沼みずき・白鳥 香奈 ベスト８ 北信大会出場

黒田 希胡・由池 華帆 ベスト８ 北信大会出場

大川ひより・山﨑 楓 ベスト１６ 北信大会出場

永野 留衣・外山 嘉恩 ベスト３２ 北信大会出場

宮島明日香・福田 若葉 ベスト６４ 北信大会出場

北信大会 団体戦 ２回戦敗退

個人戦 萱沼みずき・白鳥 香奈 ベスト１６ 県大会出場

黒田 希胡・由池 華帆 ２回戦敗退

大川ひより・山﨑 楓 ２回戦敗退

宮島明日香・福田 若葉 ２回戦敗退

永野 留衣・外山 嘉恩 １回戦敗退

県大会 個人戦 萱沼みずき 白鳥 香奈 １回戦敗退



男子バレーボール部 長野上水内大会 ブロック４位 １３～１６位トーナメント １３位 北信大会出場

北信大会 １回戦敗退

女子バレーボール部 長野上水内大会 ブロック２位 ５～８位トーナメント ６位 北信大会出場

北信大会 １回戦敗退

卓球部（男子） 長野上水内大会 団体戦 ７位

個人戦 八重樫颯太 ベスト４８ 北信大会出場

北信大会 個人戦 八重樫颯太 １回戦敗退

（女子） 長野上水内大会 個人戦 伊藤 春香 ベスト４ 北信大会出場

高橋ひなた ベスト４０ 北信大会出場

北信大会 個人戦 伊藤 春香 ベスト１６ 県大会出場

高橋ひなた １回戦敗退

県大会 個人戦 伊藤 春香 ２回戦敗退

野球部 北信大会 ４位（県大会出場）

県大会 ２回戦敗退（県ベスト８）

サッカー 長野上水内大会 ブロック５位

剣道 長野上水内大会 団体戦 ブロック５位

個人戦 １，２，３回戦敗退

＊吹奏楽は，吹奏楽北信Ａ地区大会が７月２９日（土）に行われます。

＜保護者の皆様へ・・・・「夏期大学」へのお誘い＞
教職員の研修の場として，今年も夏期大学が長野若里文化ホールを会場に開催されます。すべて半日講

座で，講師の方をお招きしての講演会になっております。教職員の研修内容の一端をご理解いただくとと

もに，保護者の皆様と同じ場で共に学ぶことができればと思います。興味をもたれた方はぜひご参加くだ

さい。（自由に参加ができ，受講料は無料です。申込は必要ありません。）

・８月１日（火）

第１講座（午前）：講師・・川口 淳一郎（ＪＡＸＡ シニアフェロー）「はやぶさ式思考法」

第２講座（午後）：講師・・伏木 久始 （信州大学教育学部教授）「異校種の連携による学校づくり」

・８月２日（水）

第３講座（午前）：講師・・小堀 光實（比叡山延暦寺執行）「生命と平和を守る宗教の協働」

第４講座（午後）：講師・・青島 広志（作曲家，ピアニスト，司会者）「モーツァルトとその周辺」

＊詳細は，長野上水内教育会ＨＰに記載されております。そちらをご覧ください。

（ ＨＰアドレス jimukyoku-nkkyoikukai@kminochi-edu.or.jp ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日頃より保護者，地域の皆様には飯綱中学校の生徒を気にかけていただき，温かく見守っていただいて

おりますこと，改めて感謝申し上げます。明日から夏休みを迎え，生徒たちは家庭や地域で過ごす時間が

多くなるわけですが，生徒たちを温かく見守っていただければ幸いです。

なお，生徒たちは地域への感謝の気持ちを込めて，７月３０日に各地区で奉仕活動を行う予定です。

※ 1学期終了を迎えました。学校評価アンケート「よりよい学校づくりのために」へのご協力あり
がとうございました。夏休みに集計をし，後日，お知らせをしていきたいと考えております。

飯綱中学校 文責：小林 隆


