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《 2 学期 85 日間のスタートです ～終業式から夏休みを振り返ります～ 》 

終えてしまえばあっという間の夏休みです。大きな事故や事件の報告もなく、西中の生徒諸君

が本日より、2 学期 85 日間のスタートを切りました。教室では、久しぶりの再会にはにかみなが

らもクラスや学校で過ごせることの何気ない喜びに触れた一日でした。時間はひと月前に遡りま

すが、7 月 23 日の終業式から夏休みを振り返り、2 学期のエネルギーにしてほしいと願っていま

す。 

～     ～     ～     ～     ～ 

まずは 7 月 23 日（水）のケイトリン先生とのお別れ式と終業式からです。2 年間、お世話にな

ったケイトリン先生が 1 学期末で東御市へ異動され 

ました。そのお別れに当たって、羽生智哉くんが送 

別の言葉を贈ってくれました。「Thank you so much 

for teaching us. We were fun because you played 

 many games with us. So we miss you. Please don’t 

 forget many memories in Shinonoinishi JHS. We 

 hope you’ll be fine in the future. We love you！」 

西中学校のみんなを大好きだったケイトリン先生の新 

しい任地での活躍をみんなで祈りしょう。 

続いての終業式です。学校長からは今年のグランドデザインの柱のひとつである「授業のチャ

イムスタート」についてのお話がありました。「チャイムが鳴る数分前、一日に何回もある場面

です。もし、そのたびに、誰かが声をかけなくても、自然にクラスみんなが席に着いていけるよ

うになったとしたら、チャイムが鳴る数分前が「自分もクラスの仲間も、同じように一つのこと

を大切にしている」という気持ちを味わう時間になっていくと思います。こうしたクラスには信

頼が生まれます。信頼はクラスのまとまりや団結を生み出します。まとまりのあるクラス、団結

力のあるクラスというのは、こうした日常生活のささいなことの積み重ねの先にあるのだと思い

ます。さて、凡事徹底の真価は「微差、僅差の積み重ねが大差となる。」「平凡なことを毎日徹底

して継続していくことで非凡さが養われる」こういうことです。 

皆さんが感じ取ったチャイムスタートの意味やよさは、まさに、このことです。チャイムスタ

ートをこれからも徹底して継続し、今後も、自分やクラスの成長を感じ取っていってほしいと思

います。」 

続いて 1 学期を振り返って、1 年 1 組の岡村彩里さんは次のように新入生として過ごした期間

を振り返りました。「中学校に入学する前は、友達ができるか不安がありましたが、段々に友達

が増えてきて不安がなくなり良かったです。勉強では、教科ごとに先生が変わったり、移動教室

が始まったりと小学校とは違う様子に少しずつ慣れることができました。また新しく「美術」「技

術」といった教科も入ってきて、テストは 1 学期の間に 2 回もあり、大変でした、これからは

もっと難しくなってくるだろうし、量も増えてくるので頑張りたいです。」 

2 年 6 組の山﨑颯太くんは中堅学年の一員として語ってくれました。「僕の所属する野球部では

挨拶を徹底しています。だから僕は部活動だけではなく学校生活でも挨拶を意識して過ごしてい

 



ます。例えば廊下ですれ違う先生方やお客様に大きな声で挨拶をします。学校生活では、他にも

「無言清掃・気づき清掃」を意識しています。ですが、気が抜けて話してしまったり、集中でき

なかったりしたこともありました。これは 2 学期への課題です。1 年生の手本となるように、ま

た来年学校を引っ張っていく立場として 3 年生が安心して任せられるようにしっかりやってい

きたいと思います。」 

最後に 3 年 5 組の久保田友衣菜さんは受検生としての決意を伝えてくれました。「改めて 1 学

期を振り返ると、色々な出来事がありました。修学 

旅行から始まり、復習テスト、そして中間テストが 

終わってすぐの期末テストには正直堪えました。そ 

して総合的な学習では新たに進路についての学習が 

導入され、本格的に受検ムードに入ってきました。・ 

・・あの時、もっとこうしていれば良かったなぁと 

後悔することが多々あります。テストに備えて計画 

を立ててもその通りに実行できなかったり、勉強す 

る時間はたくさんあるのに、集中できなくて他のことに気が逸れてしまったりと、挫折の仕方は

さまざまでした。けれど挫折を経験したことで、ちゃんと直さなきゃいけない所がはっきりとし

てきました。夏休みは苦手な部分を克服して、志望校に向けて頑張りたいと思います。」 

1 学期を振り返ることが、2 学期スタートに当たって大切な機会となります。反省から生まれ

たたくさんの希望や抱負を、怠けようとしたり挫けそうになったりしたときに、もう一度振り返

って踏ん張りたいですね。 

そして学期末には生徒会の公約であった「ありがとう」運動がありました。普段何気なく生活

している中で、なかなか言葉に出して伝えられない思いやりの気持ちや感謝をカードに記入して

お昼の放送で伝えてくれました。その中で、いくつかの「ありがとう」を紹介します。 

・クラスのみんなへ。いつもさまざまなことに協力してくれたり、励ましたりしてくれてあり 

がとう。これからもよろしく！ 

・けがをしてしまった時、授業に遅れそうになってまで保健室まで手を貸して連れていって 

くれてうれしかったです。ありがとう。 

・給食の配膳でこぼしてしまったとき何も言わずに片付けを手伝ってくれたクラスの友達。あ 

の時、言えなかったけど「ありがとう！」 

 

ひとりひとりにとって新鮮な気持ちでリ・スタートを切った 8 月 21 日です。 

～     ～     ～     ～     ～ 

次に 7 月 24・25 日（木・金）に行われた 1 学年戸隠キャンプと 2 学年岩菅山登山を振り返り

ます。1 学年は菊池浩成先生がリポートを伝えてくれます。     

７月２４日、８時頃、学校の昇降口に元気な顔が集 

まってきました。「整列してください。」朝から統率係 

の声が響き、出発式が始まった。学年統率係長、隊長、 

学年主任からキャンプに向けた思いを話していただき、 

いよいよ出発だ！ 

 まずは、スーパーで夕食と朝食の買い出し。班ごと 

まとまって、金額を確認しながら買い出しを行えた。 

なんと、おつりが２円という無駄のない班もあった。 

 その後は、バス内レクを楽しみながら１時間ほどバ 

スにゆられ、大座法師池に到着した。大座法師池で昼 

食をとっていたら、池の主･･･大蛇が出現。生徒は大盛り上がりでした。（特にこちらを気にするこ

ともなく大蛇はいってしまいましたが。） 



 昼食を終え、奥社の散策に向かいました。随神門から奥社を目指して歩き始めました。平日でし

たが、奥社への参拝者が多くいてパワースポットの人気は今も健在だと感じた。始めはなだらかな

坂道だったが、奥社が近づくにつれて傾斜がきつくなり息も上がりました。いつも元気な生徒たち

も、さすがに疲れたようです。奥社につくと、達成感からか笑顔と「着いたー」という一言が、多

くの生徒から聞かれました。少しペースが速かったため、隊全体としては少しばらけてしまったが、

全クラスが無事に奥社に着くことができました。 

 次は、キャンプ場を目指しました。奥社に着いて、小休止をしたらすぐに出発です。奥社から下

り、随神門の脇の“さかさ川遊歩道”を通りキャンプ場を目指しました。４０分程度の道のりでし

たが、森の中の自然を感じながら歩きました。 

 やっとキャンプ場に着き、入村式を終え今日、宿泊するテントに入りました。テント泊を経験し

たことのない生徒が多く、テント内に入るだけで盛り上がっていた。 

 いよいよ、野外炊飯が始まりました･･･が、雨が降って 

きました。少し強めの雨だったので止むか心配でしたが、 

１５分ほどで止みました。班ごと、決められた分担で調 

理を始めました。手際よく、食材を切っていく生徒がお 

おくビックリしました。やはり、火をおこすのに手こず 

る班が多くいました。班を越えて協力し合い、時には先 

生の力を借りながら火をおこし何とかご飯を炊いたり、 

お湯を沸かしたり、火を使って調理することができまし 

た。各班で、考えたメニューをおいしくいただくことが 

できました。 

 食事係と宿舎整美係が中心となり片付けを終え、本日 

のメインイベント『キャンプファイヤー』の時間になりました。 

 火の神をむかえ、学年の代表数人がそれぞれが希望する火をもらい、キャンプファイヤーに点火、

勢いよく燃え上がりました。２組の有志によるパフォーマンスがすばらしかった。会場の盛り上が

りが最高潮に達したところで、フォークダンスを行いました。練習時間が少なく、心配されたフォ

ークダンスでしたが学年の力、そして火の力はすごい！フォークダンスで更に盛り上がることがで

きました。 

 １日目が、あっという間に終了しました。全てが順調に進んだわけではありませんが、クラスで、 

学年で力を合わせて乗り切った１日でした。 

７月２５日、２日目。“朝のつどい”からスタートしました。寝坊する人もいなく、すがすがし

い朝を迎えることが出来ました。２日目の野外炊飯は、昨日の経験をいかし火をおこす時間もだい

ぶ短縮され、スムーズに朝食をとることができました。片付けも、テキパキと動き短時間で終わる

ことができました。 

 テント内を片付けて、荷物をまとめセンター棟で退村式を行いました。たった 1 泊ですが、貴

重な経験になったと感じました。 

 戸隠キャンプ場を出発し、森林植物園に向かいました。キャンプ最後のイベント、オリエンテー

リングです。班ごと、力を合わせて各ポイントで課題をクリアしていきます。天気が良く、順調に

スタートできました。（ちょっと、日差しが強かったので体調面が心配でしたが。） 

 森の中を散策し、課題をクリアしゴールに帰ってきた時は、さすがに疲れている様子でした。全

ての班が、無事にゴールでき昼食を食べて、写真撮影をして２日目を終えることができました。 

 あっという間の２日間でしたが、普段の生活では味わえない不便さを感じ、その中で仲間と協力

することの大切さを学び、自分を解放して楽しむ大切さを知ることができました。個人、クラス、

学年として、大きく成長できた２日間でした。 

・・・・・次号で「始業式」と「岩菅山登山」についてお伝えします。 

 

 

 



《 結果速報 ～ 夏休み中の仲間たちの踏ん張りです ～ 》 
＜吹奏楽部＞    7 月 21 日（月）於：ホクト文化会館  

          北信吹奏楽コンクール 銀賞 

＜陸上競技部＞   8 月 5・6 日（火・水）北信越大会にて 於：新潟市ビッグスワン  

下田振全くん 100m 予選 9位 11秒 63 惜しくも決勝進めず 

＜合唱部＞     8 月 5 日（火）於：ホクト文化会館  

          北信合唱大会 金賞  祝 県大会出場 8 月 30 日（土）於：岡谷市 

＜男子テニス部＞  8 月 6・7 日（水・木）北信越大会にて 於：新潟県南魚沼市   

小林元気くん・山口唯斗くんペア １回戦勝利で２回戦惜敗！ 

団体 0-3 対滑川（富山） 

＜ソフトボール部＞ 8 月 6・7 日（水・木）北信越大会にて 於：新潟県燕市      

          準決勝 3-0 対呉羽（富山） 決勝 3-0 対松代 北信越 3 連覇！ 

8 月 18 日～21 日（月～木）全中大会にて 於：愛媛県松山市 

【松山大会スローガン】  

東日本大震災復興支援 ～とどけよう スポーツの力を東北へ！～】 

 

準々決勝 5-3 対上北（青森）  

準決勝 0-9 対岸城（大阪）  

祝全国 3 位 

 

 

《 連絡・お願いです ～銀河祭日程・部活動の内容検討～  》 
テーマ【658の STORIES ～光り輝く永遠の思い出を～】で開催される「第 49回銀河祭」の日程

は次の通りです。例年、2日目であった音楽会を都合により 1日目の 9月 26日（金）に行います。

音楽会の平日開催につきまして、ご理解をお願いいたします。 

多くの皆様のご来校をお待ちしております。 

＜9 月 26 日（金）＞ 

・登校         8:10 

・開祭式        9:00～ 9:30 

・ステージ発表（意見発表、英語弁論） 

           9:40～10:15 

・総合的な学習発表  10:15～10:45 

・音楽会       12:45～15:55 

  1 部（2 学年）2 部（1 学年）3 部（3 学年） 

・下校        16:40 

＜9 月 2７日（土）＞ 

・登校         8:10 

・総合的な学習発表   8:50～ 9:10 

・生徒会一企画     9:10～10:20 

・洋裁部発表     10:30～10:45 

・合唱部発表     10:45～11:20 

・吹奏楽部発表    11:30～12:05 

・閉祭式       13:00～14:00 

・下校        15:30 

＊詳細は、学年学級通信等で随時お知らせしていきます。お楽しみにしてください。 

 ～  ～  ～  ～   ～ 

部活動入部生徒保護者の皆様におかれましては、「長野県中学生期のスポーツ活動指針」を受

けて、1 学期の保護者アンケートにご協力ありがとうございました。ご意見を集約し参考にさせ

ていただきながら、検討を重ねているところです。当初は、2 学期から新たな方針案に基づき部

活動を行っていく予定でしたが、今後市内各校の動向も把握しながら、2 学期中旬頃を目途に西

中としての案を決めだし、お伝えしていこうと考えています。ご理解の程、お願いいたします。                                                                                                                                                    

入学式 担任の先生が引率して退場 


