
  

 

 

 

 

 

 

 

７９日間の２学期、本日終了！ 
明日から年末年始休業。良いお年をお迎えください。 

 

７９日間という長い２学期が、本日終了となります。この２学期は、生徒会最大の行事「銀河祭」があ

りましたが、３年生から２年生への引き継ぎが行われるなど、大きな節目となる学期となりました。終業

式では、長い２学期を振り返り、校長先生より、以下のような内容のお話をいただきました。 

 

 

２学期が終わろうとしている今、そして令和元年もあと数日

で去っていこうとしている今、皆さんの胸の中にはどんな思い

がありますか？「一年て早いなあ・・・」というのが、私の正

直な思いです。人にとって時間の感じ方は、それぞれで違って

いるようです。一般的に幼いころは一日が短く、一年が長く感

じるそうです。そして、年を重ねると、一日が長く、一年が短

く感じると言われています。私の場合は、もちろん後の方です

ね。皆さんには、どんなふうに感じられますか？ 

さて、話の始めでもあと数日で令和元年が去っていく、と言い

ました。私たちはふだん「時間が過ぎていく・・・」と考えたり、口にしたりしています。でも

視点を変えて考えてみると、時が過ぎ去っていくのではなく、私たち自身が過ぎ去っていくのか

もしれませんね。川の流れをイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません。川の水は一瞬

も止まらずに下流へと流れていきます。考えてみると私たちも昨日と同じということはあり得ま

せん。皆さんのように成長期だったら、背も伸びるでしょうし、知識も増えるでしょう。私のよ

うな年齢になると、しわが増えたり、体力が落ちたりしていくでしょう。勿論、見た目だけでな

く、考え方や行動の仕方も変わっていきます。そう考えると、変わらない人はいないということ

ですね。もっと言うと、変わらないものはこの世の中にないということですね。 

私は２学期の皆さんを見てきて、変わっていく皆さんの成長をたくましく感じることがたくさ

んありました。一人になり、一つになった銀河祭。黙想や清掃の姿。部活や委員会での動き。せ

っかくですから、一年前の自分の姿を思い出してください。一年前の自分は、どんな自分でした

か。そして、その時と比べて今の自分はどうですか？私も一年前の自分とは少し変わっている気

がします。 

さて、明日からの年末、年始は私たちの生活にとって大事な節目となります。今、一年前の自

分の姿を考えてみたように、一年後の自分を考えてみましょう。一年後、皆さんはどこで何をし

ているでしょう。そして、どんな自分になっていたいですか？せっかく変わるんだったら、今よ

りもさらに前向きに行動できる自分に変わりたいですね。時間も私たち

も前にしか進みません。一年後のなりたい自分をしっかりとイメージし

て、そのためにどんな取り組みをするのか、この休みには考えてみまし

ょう。 
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相手意識を大切にしたＳＮＳやメディアの活用を！ 

～学校生活に関するアンケートから～ 
 

例年のように、１１月に「学校生活に関するアンケート」を実施しました。今年はＳＮＳによる人権

侵害問題案件（肖像権侵害、誹謗中傷等）に加え、世間ではＳＮＳを介した家出や誘拐事件が話題とな

りましたが、この佐久管内の学校でも、わずかではありますが実際に報告されています。それでは、私

たち臼田中学校の様子はどうでしょうか。「学校生活に関するアンケート」の中に、メディアに関する

項目がありますので、以下のように結果をお知らせします。尚、（ ）内数字は、昨年度の各学年のデー

タです。 

 

１、ネット接続できる機器を持っていますか？  ※ （ ）内はＨ３０。１年生は昨年度のデータなし 

  持っている 持ってない 
1年 ７１ ２５ 
2年 ６９  (73) ２８ (31) 

3年 ７３  (67) ２６ (34) 
計 ２１３ ７９ 
H30 216 88 

 
２、ネットトラブルの経験はありますか？  ※ （ ）内はＨ３０。１年生は昨年度のデータなし 

  ある ない 

1年 ０ ７１ 

2年 ０  （2） ６９  (70) 

3年 １  （2） ７２  (65) 
計 １ ２１２ 
H30 25 196 

 
３、どのような使い方をしていますか？  ※ （ ）内はＨ３０。１年生は昨年度のデータなし 

  通話 メール LINE facebook ゲーム 音楽 
ネット 

サーフィン 
その他 

1年 １６ ６ ２１ ０ ５４ ４５ ３３ １２ 

2年 ２６(17) １５(8) ２４(25) ６(0) ６０(61) ４６(34) ４２(31) ６(12) 

3年 ３４(20) １９(8) ４８(25) ７(0) ５２(37) ５９(30) ５８(33) １０(10) 

計 ７６ ４０ ９３ １３ １６６ １５０ １３３ ２８ 

           ※ ２、３年生については、確実に利用頻度が増えています。 

４ 考察 

○回答者のおよそ７割の生徒がネット接続可能機器を保有しているが、ネットトラブルに関与した生

徒が 3年生に 1名だけということから、概ね安全にネットを利用していることが伺える。さらに、

使い方について、比較的利用頻度の高い３年生において、ほぼトラブルがないと言う結果から、こ

れまでのネットに関する学習指導が浸透していると考えられる。引き続き、トラブルに関与しない

ように、正しいネットとの関わり方について、学校・家庭が連携して、両面から指導を継続してい

くと共に、フィルタリング等の対策も強化していきたい。 

○グループ LINEを活用している学級や部活動等が実際にあるが、トラブルのないよう利用していく。 

○利用頻度が高い生徒の多くは、夜遅くまで利用している場合が多く、そのため生活リズムが崩れ、

体調不良を訴えたり、欠席が増えているケースが多い。今後、健康面からの指導も検討すると共

に、家庭への啓発活動を積極的に進めていきたい。 
  

上記のような結果をもとに、今後、臼田中学校では、様々な問題に関与することなく、メディアを安

全に活用していけるように、ＳＮＳの正しい知識や使用方法、相手意識を大切にしたＳＮＳやメディア

の活用方法を、引き続き継続的に行っていきたいと考えています。よろしくお願いします。 
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夏季大会が終わり、３年生から２年生に引き継がれ、

新体制で臨んだ新人戦。１１月１７日に行われたバレー

ボール東信大会をもって、一旦一区切りとなりました。

今後、競技によっては、県大会扱いの大会もありますの

で、結果はその都度ご報告します。 

また、スケート競技については、ついに本格的なシー

ズン突入です。全国大会目指して、頑張ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  臼中教職員による非違行為防止研修 

ここ数年、毎年のように教員による不祥事（非違行為事案）が発生していますが、これまで臼田中学

校では、「絶対に子どもたちを悲しませない」ために、教職員を対象に、非違行為防止に向けた研修を積

み重ねてきています。ここで、研修の経過と内容の一部を紹介します。 
  
 研修名 研修内容 

5/22 児童・生徒に対する『性的行

為』の根絶に向けた研修① 

T小学校のわいせつ事案をもとに、資料を使って読み合わせた上で、「自己チェックシート」で自分の意識

や知識を確認後、今後の誓いを自書した。 

7/ 3 飲酒運転を対象とした非違行

為防止研修会 

佐久警察署交通課の荻原さんを講師に迎え、飲酒運転や交通事故に関わる講話をいただいたり、飲酒運転に

関する校内ルールを確認したりした。 

8/26 

 

『わいせつな行為』根絶に向

けた研修 

資料を読み合わせた上で、県教委から送付された「わいせつな行為」事例をもとに意見交換を行い、最後に

学校長より、職員間の輪を大切に働きやすい職場をつくりあげていこうと、ご指導いただいた。 

10/30 

 

児童・生徒に対する『性的行

為』の根絶に向けた研修②  

H中学校職員による児童買春事案をもとに、「長野県子どもを性被害から守るための条例」について資料を

読み合わせ、コンプライアンスの面から正しい知識を学び、今後の教員生活のあり方について自書した。 
 

その他、以下のような研修や取り組みを実施しました。 

・年度当初に教育公務員としての「誓い」を自書・署名・捺印し、また学期ごとに「誓い」を見返し、改め

て署名捺印をした。 

 ・職員会議内の中で、学校長より毎回非違行為防止に向けた資料をもとにご指導をいただくことで、非違行

為が及ぼす影響についての理解を深め、教育公務員としての自覚を高めている。 

・佐久市職員倫理週間に併せて、全職員の「運転免許証」有効期限の確認調査を実施した。 

部活動新人戦 
結果報告 

【新人戦佐久大会】 

○卓球男子：団体戦 敗退 

      個人戦 丸山哲平（ランク 19位東信大会へ）  

 卓球女子：団体戦 優勝（東信大会進出）   

個人戦：小金澤梨穂（第３位）、岩松花純（ベスト８） 

岩松詩乃（ベスト 16）、三石菜月（ランク 17） 

黒沢美月（ランク 21）  5名東信大会へ 

○バレー女子：第２位    （東信大会進出） 

○テニス男子：団体戦 第３位（東信大会進出）   

個人戦：２年生の部 小林・土屋（第３位） 

１年生の部 佐藤・三石（ベスト 16） 

○バスケット男子：第２位  （東信大会進出） 

○バスケット女子：第２位  （東信大会進出） 

○野  球：ベスト８ 

○剣    道：個人 敗退 

  

【新人戦東信大会】 

○卓球男子：個人 敗退 

卓球女子：団体：第３位 

個人：小金澤梨穂（３位）、岩松花純（ベスト８） 

岩松詩乃（ベスト 16）   ２名は敗退 

○バレー女子：第２位 

○テニス男子：団体戦敗退         

○サッカー：敗退 

○バスケット男子：第４位  

○バスケット女子：第２位  

○水 泳：吉田啓悟 ２年 100ｍ背 第３位 

○バドミントン（東北信大会）   中止 

○陸 上（東北信大会） 

橋本春花 ２年女子１００ｍ  第３位 

金子倖大 １年男子１５００ｍ 第３位 

 

  

 

【吹奏楽部】 

長野県マーチングコンテスト 

 金賞（東海大会進出） 

 

東海マーチングコンテスト 銀賞 

【スケート佐久大会】 

○鈴木花梨 女子 1500ｍ１位 女子 3000ｍ１位   

○由井翔貴 男子 5000ｍ２位 男子 3000ｍ６位   

○塩沢豊功 男子 1500ｍ８位 男子 3000ｍ11位 

○鈴木和花 女子 1000ｍ５位 女子 1500ｍ７位 

スケート部もシーズン突入です！ 
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１、２学期を振り返ってみると、素晴らし

い活躍をたくさんしてくれた臼中生。それは、

生徒会活動をはじめ、多岐に渡ります。特に、

部活動では、吹奏楽部が東海マーチングコン

テストに、県の代表として出場することがで

きました。また、部活動以外では、国語科に

おいて授業で扱った習字や夏休みの各種課題

作文を様々なコンクールに応募したところ、下記のように、多くの生徒の皆さんの作品が入選する結果を

得ることができました。ここに紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月の主な行事予定 
・１／６.７    県中スケート大会 口座振替日 

・１／ ７（火） ３学期始業式 

・１／ ８（水） ３年総合テスト 

・１／１２（日） 佐久アンサンブルコンテスト 

・１／１８（土） 県アンサンブルコンテスト 

・１／２４（金） 新入生説明会・英検 

・１／２５（土） ホリデー自習室 

・１／２８（火） 第４回授業参観 

・１／３１～２／４ 全中スケート大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホリデー自習室のお知らせ 
 

１月のホリデー学習室の予定をお知らせします 
   

文化系活動でも 
臼中生、大活躍！ 

【税の作文】 
全国納税貯蓄組合連合会 

  長野県東信県税事務所長賞 井出英恵（3-1）  

関東信越税理士会  

長野県支部連合会長賞     大嶌里奈（3-1） 

 

【佐久市子どもメディア作品コンクール 2019作文部門】 
 金賞  井出稜太郎（3-1）  

 

【中学生人権作文コンテスト長野県大会佐久地区】 

奨励賞  松本絆那（2-3） 

【中学生人権作文コンテスト長野県大会】 

奨励賞 鈴木花梨（2-2） 

 【長野県児童生徒美術展習字の部】 
（選抜入選） 黒沢ほのか（1-2）  

（県 入 選） 仲沢智也（1-1） 森山かな（2-3）  

梅香沙羅（3-2） 井出英恵（3-1） 

              櫻井佐知子（3-2）川村涼華（3-3）   

（地区入選） 市川新奈（2-3） 

保護者の皆様へお礼 
 

★体罰に係る実態調査へのご協力、ありがとうご

ざいました。 

★台風 19 号に係る義援金募金を実施したとこ

ろ、多くの皆様のご協力をいただき、１２，０５４円

のご支援をいただきました。ご協力、ありがとうご

ざいました。 

臼中 
掲示板 

【ＪＡ共済小中学生書道コンクール】 
（入選）土屋叶恵 （1-3）  
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