平成２９年２月 ６日

長野市立戸隠中学校
学校だより
No. ９

２０１７年！３学期がスタート！

１２月とはうってかわって、１月になって大雪が降り、学校の周りの景色も例年のよう
に戸隠らしくなってきました。本校の生徒たちの感心することは、登校時に積雪のある時
はすぐにロータリーの雪かきを行い、あっというまに雪を片付け、通り道を確保すること
です。小規模山間地の素晴らしい光景かなといつも思います。
さて、新年が明けて、１ヶ月が過ぎました。３学期は４８日間という大変短い期間では
ありますが、自分に合った目標を立て、継続した取り組みを行い、１年間のまとめと次年
度に向けての準備をしっかり行えるようにがんばってほしいと思います。
先週から体調を崩す生徒が出ていますが手洗い・うがい等をよく行い、３年生の受験も
あるので、家庭生活・学校生活共に、全校で健康管理に十分気をつけていきましょう。

始業式：代表生徒の発表

１年間の学習を振
り返り、先輩となる
準備をしたい。

責任もって生徒会
や当番活動に励み、
勉強もがんばる。

吹奏楽部

受験が控えているの
でがんばりたい。思い
出もつくりたい。

１／２６校長講話より抜粋
「笑う門には福来たる」とい
うことわざ、ご存じですか。門
というのは、家や家庭のことで
す。たとえつらいことや悲しい
ことがあっても、いつもにこに
こしている人の家には、幸せが来るという意味です。
せ っ かく 楽 しい こ とを し よう と し てい る とき 、 怒っ
た 顔 では ど うで し ょう 。 顔の 表 情 は人 の 印象 を 決め
てしまいますね。
さて （ 赤と 透 明な ジュー スを 示し ）これ は何 でし
ょ う ？色 は 違い ま すが 、 同じ ト マ トで す 。私 た ちは
と か く今 ま での 経 験や 見 た目 で 判 断し が ちで す 。し
かし「食わず嫌い」で初めから決めつけてしまうと、
「どうせ無理。」で終わってしまいます。何事もチャ
レ ン ジが 大 切で す 。そ し て、 見 た 目や 今 まで の 経験
だけで判断せず、視野を広げていきましょう。
生徒の感想より
・校長先生のお話をお聞きし「食わず嫌いのように、
自分からこれは無理と決めつけているものが結構ある
かもな。
」と思いました。自分でできないと決めつけず
に、いろいろなことにチャレンジしていきたいです。
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１月８日（日）ホクト
文化 ホール で行 われ た「 長野県 アンサンブ
ルコ ンテス ト北 信地 区大 会」に 吹奏楽部の
メン バーが 金管 八重 奏と 木管七 重奏に分か
れて 出場し まし た。 １・ ２年生 による初め
ての コンテ スト でし たが 、協力 し合いなが
ら心 を合わ せて 練習 を積 んでき ました。年
末に はイン フル エン ザの 流行の ため、学年
閉鎖 になっ たと ころ もあ りまし たが、当日
は全 員元気 で参 加し 、両 組とも 、今までの
練習 の成果 を十 分出 し切 ろうと 一生懸命の
演奏ができました。
結果は、銀賞と銅賞で、県大会出場はできま
せんでしたが、今後につながるコンクールになりま
した。
審査員の先生方より
・曲のおもしろさがよく出ていたと思います。場
面うつりかわりもスムーズで、メロ
デ イ も曲想をよく引き出しています。
テンポも落ち着いているので、決め
るところでの音程やハーモニーをさ
らに高めてください。
・Tubaがよい響きで全体を支えていてグッ
ドです。みんな堂々とした姿勢で積極的
に吹いています。中音域の音色がややこ
もり気味なので、ロングトーンなどで豊
かな音色を目指しましょう。表現もダイ
ナミックでした。

ス キ ー 部

１月１５日（日）～１８日（水）に八方尾根スキー場で行われた、長野県中学校
総体育大会冬季スキー競技会に、本校のスキー部の選手が出場しました。昨年１２
月２７日（火）に、壮行会が行われ、選手の代表が「それぞれの力を十分発揮して
がんばりたい！」と大会に向けての意気込みを発表しました。校長先生からは「今
までいろいろな部を応援してきましたが、いよいよ皆さんの番です。最後まであき
らめずにがんばってきてください。
」とエールを送って
いただきました。
＜当日の結果＞
○男子回転では宮澤虎ノ介さんが１２位
○女子大回転では渡辺愛蓮さんが７位
と、それぞれ全国大会への出場権を得て、2/ 1 からの大会に出場していま
す。それ以外の皆さんは惜しくも全国大会への出場はなりませんでしたが、
もてる力を発揮して、精一杯がんばる姿がありました。

１年生！
新入生説明会の準備
2 /6に行われた新入生説明
会で、中学校生活について説
明する準備を進めてきました。
６年生にわかりやすく楽しんで
もらえるような工夫をしながら、
当日は、スライドやクイズを作り、
みんなで協力し合いながら楽しく
説明することに心がけました。

２年生！
車椅子バスケ体験
1 / 2 6 福祉教育の授業で車椅子
バスケの選手である金児先生に
お越しいただき、講義を聴き車
椅子バスケ体験を行いました。
最後に金児さんが「自分の打ち
込めるものは、何かあったとき
に自分を助けてくれる。」と言わ
れた時、真剣な表情で聞き入っ
ていまし た。

とがくしっこ応援団情報交換会！
１／２７（金）に、生活改善センターで「とがくし
っこ応援団情報交換会」が行われました。
「校長室だ
より」にも載せられていますが、地域の方々が子
どもたちのために積極的に動こうと考えてくれ
ているのが感じられ、ありがたく思います。

２月の主な予定
○６日（月） 新入生説明会、巡回相談員来校
○８日（水）PTA 総部員会・評議員会
○８日（水）公立前期選抜試験
○９日（木）スクールカウンセラー来校
○１３日（月）地域学校保健委員会
○１５日（水）公立前期選抜合格発表日
○２０日（月）小中連絡会
○２０・２１日（月・火）１・２年期末テスト
３年模擬テスト
○２３日（木）校長講話
○２２日（水）薬物乱用防止教育（全校）
○２４日（金）参観日 学級懇談会 PTA 総会
・PTA のまとめと引き継ぎの時期になりまし
た。よろしくお願いします。

祈願！３年生全員合格！
３年生は全員合格を目指し、最後の追い
上げを行っていてクラス全体で受験の雰囲
気を高めて励んでいます。そんな３年生に
心のこもった応援が・・・
・校長先生が戸隠神社、山口先生が朝日山
観音に合格祈願に行かれ、お札やお守り
をくださいました。その応援に応えるた
めにがんばると３年生は決意しました。
・体育館で１、２年生全員から「戸隠
劇場」の応 援を して いただ きま した。
勇気をもらったと３年生は感激して
いま した 。

☆☆☆お知らせ・お願い☆☆☆
体育館東側の駐車禁止について
この時期になると毎年、体育館の屋根の雪が
多量に落ちてきます。積雪があるときは、絶対
体育館東側の駐車はしないでください。SCC の
お迎えに来ていただくときなど、お手数でも校
舎と体育館の間、または体育館の北側などに駐
車願います。

生徒の健康管理について
インフルエンザが市内で大流行し、本校にも
感染者が出ています。そこで学校でも指導しま
すがご家庭でも次の点をよろしくお願いします。
・体調が不安な時は、朝必ず体温を測ってくる。
自分の身体は自分で管理！
・インフルエンザを含め、風邪をひいた場合は
家で安静にしている。買い物などの外出はし
ない。
・予防として、うがいや手洗い、マスクの着用
を心がけ、どうしても用があるとき以外は人
混みを避ける。
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