令 和 ３年 度 小 川 中 学 校

＜生徒総会、新旧役員引き継ぎ会

令 和 ３年 １２月 ２７日

発行

ＮＯ，１０

浩一

文 責 ：小 林

12 月 10 日（金）＞

～総会の冒頭、松本会長のあいさつより～
今日の生徒総会で生徒会を終えるときがやってきました。今、僕は
清々しい気持ちでいっぱいです。一年間の生徒会の仕事をやりとげるこ
とができたのもみなさんの協力があってこそのことです。ありがとうご
ざいました。
今年一年間を振り返ると色々な活動がありました。この生徒総会前の
8，9，10 日の放送で、みなさんは生徒会での活動を振り返ることができ
たでしょうか。さらに、今回の生徒総会を通して振り返ってみてくださ
い。そうしたことで、自分がその時何をして、どんな事が成長できたかわかり、次の第 65 期生徒会につ
なげるよい活動ができると思います。
第 64 期生徒会が始まり、まずテーマを決めて全校のみなさんにアンケートを取りました。そして「煌」
～一人一人が活躍する生徒会～」というテーマを決めました。そのテーマを達成させるため、全校のみな
さんと協力して、計画の相談に加わってもらったり、また、学年関係なく、全ての会員のみなさんが活躍
することができるように各委員長が企画を立案したりしてきました。今、この目標はある程度達成できた
のではないかと思います。全校のみなさんがこの目標を理解し、それぞれの持ち場で協力してくれたから
です。ご協力ありがとうございました。
今回の生徒会で、僕が一番印象に残っているのは、会員のみなさん
が楽しそうに生徒会に参加していたことです。色々な活動の計画を一
緒になって考えたり、企画を成功させるために、みんなが行動したり
と、みなさんはあたり前だと思っていたかもしれませんが、大変だっ
た日々やがんばった時、切磋琢磨してきたときのみなさんはとても楽
しそうに見えました。そういった姿がよく見られたのが若鷹祭でした。

【生徒総会の様子】

今年の若鷹祭テーマの Star～一人一人の煌を～というテーマのように、全校制作などの準備をしている
とき、みなさんは輝いていました。当日も、みなさんが準備してきた成果が充分に発揮できてよいものが
できました。達成感とは参加し活躍し努力してこそ得られるものだと改めて知りました。
来年度の生徒会では、積極性と感謝を大切にしていくということなので、みなさんも今年度学んだこと
を活かして充実した活動を創っていってほしいと思います。全校のみなさんも来年度生徒会へのご協力を
お願いします。
今回の生徒総会では、各委員会の活動の振り返りが発表されます。今年度を振り返って、自分から意見
を出せるようにしましょう。みなさんの声が生徒会、そして、よりよい小川中をつくっていくのです。意
見があふれる生徒総会を期待しています。最後になりますが、第 64 期生徒会へのご協力ありがとうござ
いました。

～新生徒会長田邊凜子さんのあいさつより～
私たち第 65 期生徒会では、
「感謝にあふれる生徒会」をテーマに掲げ、これから
約 1 年間皆さんと共に生徒会活動を行っていきたいと思います。先輩方が創り上げ
た「生徒一人一人が活躍する生徒会」をしっかり受け継ぎつつ、新たなことに挑戦
していきたいと考えています。
具体的には、皆さんが生徒会活動に意欲的、主体的に参画することができるような
企画を考えたり、自分に自信を持ち、相手に感謝の気持ちを素直に表現し合えたりす
るような学校になるよう、様々な活動を行っていきたいです。同時に、皆さんが生徒会活動において、気
軽に意見を発信することのできるような雰囲も創っていきたいと思っています。これから新役員全員で
力を合わせ、小川中学校をよりよくしていくための活動に励んでいきます。よろしくお願いします。
～校長先生のお話より～
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最後になりますが、３年生の皆さん、今まで本当にありがとうございました。まだ卒業までは３ヶ月あ
ります。生徒会を引き継いでも、１・２年生にとって３年生はとても頼りになる存在です。最後の最後ま
で１・２年生に優しく指導し、温かく見守ってあげていって下さい。よろしくお願いいたします。 以上
で終わります。
生徒総会では、３年生へのねぎらいの言葉や活動のよさ、改善点などが出されました。例年以上に活発で
熱気のある生徒総会でした。新役員の紹介もあり、次期生徒会も益々楽しみになってきました。
64 期生徒会役員、3 年生のみなさん本当にご苦労様でした。

【生徒総会の様子】

【第 65 期生徒会役員紹介】

【引継ぎ会①】

＜連学年体育

【引継ぎ会②】

【新旧役員の引き継ぎ式】

12 月 10 日（金）＞

金曜日に全校体育（連学年体育）が行われ、練習を重ねてきた
「シンクロマット」の演技が披露されました。一人一人が身に付
けた技をチームで選んだ音楽に合わせたて演技するのですが、ど
のチームも構成に工夫がされていて、とても素晴らしかったです。
チームで協働して一つのものを創り上げることや、身体を使っ
た表現をすること、そして互いに見合うことで見方、考え方が深
まり、さらによい演技につなげようとする意欲がもてる人が多く
いる。今回のような授業形態や題材の扱い方を工夫することで学力向上につながりそうです。

＜第 2 回お話し会 12 月 15 日（水）＞
読書月間関連企画「お話し会」が行われました。今回も長野市読書ボラ
ンティアお花畑所属の寺島妙子さんに来ていただきました。今回のテーマ
は「和」パタパタ自己紹介から始まって、
「三枚のお札」、
「まのいいりょう
し」
、
「絵姿女房」
、
「雪女」
、雨コンコン・雪コンコン手遊び、ろうそくの灯
に願いを込め、代表生徒が吹き消すまで盛り沢山のプログラムでした。
みなさんが一番興味を持ったお話しはどれでしょうか。それにし
ても全てのお話しを暗記して話される寺島さんはすごいですね。どうやっ
て覚えているのでしょうか。それをお聞きしたいです。

＜しめ縄づくり 12 月 17 日（金）＞
２年生生徒会役員が運営する最初の学校行事「しめ縄づくり」が行
われました。全体会、各会場での司会進行、そして準備から片付けま
で行いました。
「わらすき作業」の準備期間から本番の制作まで約１
ケ月間と長期に渡る活動でしたが、無事にやり遂げました。新役員の
みなさんご苦労様でした。よいスタートが切れましたね。
しめ縄づくりに目を向けると、講師の方のお話しをよく聞いて、集
中して取り組みました。特に３年生は３年目ということもあり、作る
のが上手く、一人で３～４本作った人もいました。講師として指導し
てもらってもよいくらいでした。１，２年生もお互いに協力しながら、
楽しそうに仕上げていました。作ったしめ縄は、普段お世話になって
いる地域のみなさんに、お配りします。喜んでもらえるといいですね。

＜中条中との合同授業（１・３年 12 月 22 日（水）＞
中条中学校との山間地連携合同授業が２，３校時に行われました。
１年生の２校時の英語では、クロームブックを使い授業を進めました。
自己紹介から始めましたが、初めて話す相手だったからか、緊張感が
伝わってきました。しかし、３校時の理科では、糸電話を協力して作
り、音の伝わり方の確認をする中でリラックスした雰囲気で授業が進
みました。１年生は初めての合同授業で、とても楽しそうでした。
３年生は、長野地方検察庁の方を招き、社会科「裁判員裁判コンビ
ニ強盗」を行いました。実際の裁判を模したロールプレイを見た後に、
被告人が有罪なのか、無罪なのかをグループで話し合いました。ほぼ
半数に意見がわかれ白熱した議論となりました。多くの人の意見を聞
けたことで、自分の見方や考え方が広がったようでした。今後も合同
授業を継続していきたいですね。

〈お知らせ〉
【賞状受賞者について】
・第 72 回長野県児童生徒美術展 入選

吉澤 凛華さん（２学年）齊藤 有さん （３学年）

・第 65 回 JA 共済小・中学生書道コンクール 入選

柳澤 晴夏さん（２学年）吉田 琴美さん（２学年）

・第 40 回全国中学生人権作文コンテスト
長野県大会長野地区予選 奨励賞
・犀北支会書写巡回展 入選

川又

虹心さん（２学年）

伊藤 千晴さん（１学年）瀧澤 佑月さん（１学年）
鎌倉 美咲さん（２学年）久保田真菜利さん（３学年）

・犀北支会図工・美術巡回展 入選

瀧澤 佑月さん（１学年）坂井 希さん （１学年）
田邊 凜子さん（２学年）西澤 怜さん （３学年）

【歴史館作品展示について】
１月６日（木）～１月 31 日（月）まで小・中学校の美術作品が展示されます。
【年末年始休業について】
12 月 28 日（火）～1 月 5 日（水）の年末年始休業になりますが、12 月 29 日（水）から１月 4 日（火）
まで学校閉庁日となります。ご理解とご協力をお願いいたします。ただし、休み中の事故やけが、病気等あ
った場合には、学校：026-269-2053 または、担任までご連絡ください。

