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平成２８年１２月２８日

一中だより 《学校目標》

上田市立第一中学校学校だより No. ８ 体力・気力・知力

８５日間の２学期が終了しました
年の暮れとなりましたが、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より、本校の教育活動にご理解とご支援をいただき、心より感謝申し上げます。 多くの行事や

できごとがあった２学期。本日、無事に２学期終業式を迎えることができました。

上田市合併１０周年記念 航空写真撮影
１１月２８日（月）、これまでに台風や悪天

候のために二度延期されていた航空写真・学校
全体集合写真・クラス写真の撮影が行われまし
た。当日撮影された航空写真データを用いた創
立７０周年記念「記念クリアファイル」が完成
しました。本日、配付をさせていただきました。

航空写真撮影 「記念クリアファイル」

２年生 家庭科「保育園実習」
１２月中旬、家庭科の授業で２年生が学級毎に国分保育園にお伺いして、保育園実習を行いました。

国分保育園様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

国分保育園にて実習

○ 保育園に着いたとき、園児のみんなが笑顔で手を振ってくれてかわいかったしうれしかった です。私たち
が考えた遊びで一緒に遊び、とても仲良くなれたと思います。最後にお別れの時、私がしゃがんで両腕を広げ
たら、私の所へ来てくれてハグをしてくれました。とてもかわいかったです。先生の話を聞いていない園児が
いたら、先生が注意をしていました。かわいがるだけでなく、きちんと注意することも大事なんだということ
がわかりました。とても楽しかったです。

○ 幼児は、いろいろな言葉をたくさんしゃべれていてびっくりした。言葉だけでなく、踊る、走る、登る、跳
ぶなどのことができていて、しかも自分一人で何でもやっていて、今一番いろいろな能力が発達しているんだ
なあと改めて分かった。幼児と遊んだのはとても久しぶりだったけど、自分の小さい頃もあんなんだったのか
なと思い出せていい経験になりました。

○ 園児はやっぱり小さくてとてもかわいかったです。でも、ちょっとしたことでけんかになってしまったり、
けがをしてしまうことがあったので、どうしてそうなったのか話を聞いてあげて対応してあげなければいけな
いと思いました。まだあまりうまくしゃべれないこともあると思うので、ゆっくりしゃべることも大切だと思
いました。

○ 幼児のなかには人見知りの子もいて接し方が難しかったです。全く笑っていなくても、私たちが笑顔で話し
かけてあげれば、だんだん緊張がほぐれてにこにこで話してくれるようになりました。

（２年生 実習後の感想より）
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生徒総会 － 新生徒会 ３年生から２年生へ －
１２月２２日（木）に第２回生徒総会が開催され、今年度の生徒会活動報告・生徒会会計中間報告

が承認されました。今まで中心となって生徒会活動を推進してきた３年生の皆さん、お疲れ様でした。
ありがとうございました。また、総会の最後に２９年度（２年生）の執行委員の皆さんの紹介があり、
その後、新旧執行委員による引き継ぎ会が行われました。これからの２年生の力強い歩みと活躍が期
待されます。新生徒会は、１月１７日（火）に発足します。

平成２９年度 生徒会 （敬称略）

会 長 宮坂 岳

副会長 丸山紘人 藤森彩季

書 記 中村友彦 山邊うるま

会 計 小橋未来 清水仁貴

委員会 委員長 副委員長 委員会 委員長 副委員長 生徒会の引継ぎに
あたって

代議員 篠原歩真 戸堀里咲 整 美 吉村美結菜 荻原大輔
○１年間生徒会活動へのご

風 紀 山下真鈴 大塚 輝 保 健 清水心奈 水澤怜那 協力ありがとうございまし
た。１年間を振り返ってみ

編 集 桐島菜々子 佐々木快翔 園 芸 井上和哉 宮島凜々子 ると様々な場面で協力する
姿や助け合う姿が見られた

放 送 清水拓己 篠原七海 給 食 藤澤紗希 横沢里桜 １年間だったのではないで
しょうか。今年度は特別活

学 芸 手塚莉子 田中駿介 収 集 塩入知世 川本翔星 動も多く、全校の皆さんが
生徒会活動に関わることが

図 書 秦 梨伽子 山邉 竣 福 祉 田辺湧愛 古津愛花 多かったと思います。たく
さんの活動を無事終えるこ

体 育 金井亜香里 安藤拓馬 応援団運営 太田唯斗 柴田 凛 とができたのも、たくさん
の協力や助けがあったから
こそです。また、毎日、毎

週の当番活動を行ってくださった皆さんのおかげでゴミステーションやコンテナ室、図書センターなども運営
できています。ひとつひとつは小さな力でも集まれば大きな力になるということを感じました。来年も一人ひ
とりが積極的に参加し、学校生活を楽しむことができるような生徒会を創っていってください。

（２８年度 生徒会長 伊藤鈴菜さん）
○ 私は、立候補して生徒会長となりました。全校による生徒会選挙が近づくにつれ、皆の信頼を強く感じまし
た。そして、その信頼を裏切ってはならないと感じました。責任感を持たねばと思いました。
先輩方が創り、守ってきた一中の伝統を引継ぎ、全校が楽しいと思えるよう、精一杯、力を尽くそうと思い

ます。１年間、よろしくお願いします。 （２９年度 生徒会長 宮坂 岳さん）

２８年度 長野県新人体育大会 戦績 （敬称略）

上小地区大会 東信地区大会

野 球 部 ○９－２ 依田窪南部中 １回戦 ○６－１ 浅間中
●３－４ 上田六中 ２回戦 ●１－７ 上田六中

５・６位決定戦
○５－２ 真田中 第５位

サッカー部 予選リーグ 予選リーグ
○５－１ 真田中 ○２－０ 佐久東中
●０－１ 丸子北中 ○５－０ 立科中

決勝トーナメント ●０－２ 上田四中
●１－２ 丸子中 ブロック優勝決定戦
○３－２ 上田三中 第５・６位 ●０－０（ＰＫ３－４）塩田中

男子 予選リーグ 予選リーグ
バレー ○２－０ 上田四中 ○２－０ 上田四中
ボール部 ●１－２ 上田六中 ○２－０ 芦原中

決勝トーナメント ●０－２ 小諸東中
○２－０ 青木中 決勝トーナメント
●０－２ 東御東部中 ●１－２ 佐久穂中

３位決定戦 県大会出場決定戦
○２－１ 塩田中 第３位 ●１－２ 望月中
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女子 予選リーグ 予選リーグ
バレー ○２－０ 上田二中 ●０－２ 野沢中
ボール部 ●０－２ 塩田中 ●０－２ 上田四中

決勝トーナメント ●０－２ 御代田中
●０－２ 上田四中

順位決定戦
○２－１ 上田五中
●０－２ 丸子北・丸子中 第６位

男子 予選リーグ １回戦 ○４７－４０ 臼田中
バスケット ○４２－３６ 上田五中 ２回戦 ●３７－３８ 中込中
ボール部 ○４９－２４ 北御牧中

決勝トーナメント 県大会出場決定戦
○４５－２７ 上田二中 ○３８－２０ 上田六中
○３６－２８ 上田六中 ５・６位決定戦
●２９－４６ 上田三中 第２位 ○５７－４６ 上田五中

女子 予選リーグ １回戦 ●４１－５２ 佐久東中
バスケット ○７１－２８ 依田窪南部中
ボール部 ●６８－３５ 上田二中

決勝トーナメント
○６４－４１ 塩田中
○５７－４０ 東御東部中
●４６－４５ 上田四中 第２位

卓 球 部 〈男子〉団体リーグ戦 〈男子〉団体予選リーグ戦
○３－０ 上田四中 ○３－１ 御代田中
○３－１ 上田三中 ●２－３ 野沢中
○３－２ 上田四中 決勝トーナメント ●０－３ 佐久穂中
○３－０ 上田五中 県出場決定戦 ●１－３ 上田四中
○３－０ 東御東部中 優 勝

〈女子〉団体リーグ戦 〈女子〉団体予選リーグ戦
卓 球 部 ○３－０ 上田二中 ○３－０ 芦原中 ○３－０ 望月中

○３－０ 上田三中 決勝トーナメント
○３－０ 上田四中 ○３－０ 上田四中
○３－０ 上田五中 ○３－０ 浅間中
○３－０ 東御東部中 優 勝 ○３－０ 上田三中 優 勝

〈男子〉個人戦 〈女子〉個人戦 〈男子〉個人戦 〈女子〉個人戦
２位 丸山紘人 ２位 古津愛花 ４位 丸山紘人 優勝 森山寧々
３位 尾沼俊哉 ３位 森山寧々 ベスト８ 尾沼俊哉 ベスト８ 古津愛花
８位 神田唯杏 ４位 中沢 遥 ベスト１６ 神田唯杏 ベスト８ 中沢 遥
９位 宮林裕夢 ５位 森山加奈 ベスト８ 市川愛海
11位 松崎涼真 ６位 市川愛海 ベスト 16 森山加奈
12位 丸山大輝 11位 小橋未来

男子 団体 予選リーグ戦 団体戦
ソフト ○３－０ 上田三中 １回戦 ○２－１ 中込中
テニス部 ●１－２ 真田中 ２回戦 ●０－２ 上田六中

○３－０ 上田六中
決勝トーナメント
○２－１ 依田窪南部中
○２－１ 丸子北中
●１－２ 塩田中 第２位

個人戦
ベスト８ 藤樌昌也・千葉大夢

女子 団体戦 予選リーグ 団体戦
ソフト ○３－０ 真田中 １回戦 ●１－２ 佐久東中
テニス部 ●０－３ 上田二中

決勝トーナメント
●０－３ 上田六中
○３－０ 上田三中
●１－３ 丸子中 第６位
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柔 道 部 団体戦 団体戦
○３－１ 丸子北中 １回戦 ●２－３ 小諸東中
○３－０ 上田二中
●２－３ 東御東部中 第２位

個人戦 個人戦
優勝 66㎏級 水野祥英 第３位 66㎏級 水野祥英
優勝 81㎏級 窪田魅空斗 優勝 81㎏級 窪田魅空斗
優勝 90㎏級 赤沼紀彰 優勝 90㎏級 赤沼紀彰

剣 道 部 男子 団体戦 予選リーグ 団体戦 予選リーグ
● 上田五中 ● 川上中
決勝トーナメント ● 上田三中
○３－１ 依田窪南部中 ● 浅科中
●０－４ 上田三中
●０－３ 上田二中 第７位

個人戦 男子 ベスト１６ 松久隼士
女子 第３位 上條純佳

第７位 室賀 藍

陸上競技部 東北信大会出場・県中学校駅伝競走大会出場

水 泳 部 ＜学年別水泳競技会＞
○男子５０ｍ自由形 第１位・男子 100ｍ背泳 第１位
男子 200ｍリレー 第２位・男子 200ｍメドレーリレー 第２位 田原 彪摩

○男子 200ｍリレー 第２位・男子 200ｍメドレーリレー 第２位 今井 健太
○男子 200ｍリレー 第２位・男子 200ｍメドレーリレー 第２位 森川 絃輝
○男子 400ｍ自由形 第３位・男子 100ｍ背泳ぎ 第４位・
男子 200ｍリレー 第２位・男子 200ｍメドレーリレー 第２位 山浦 太瑛

○女子５０ｍ自由形 第５位・女子 100ｍ平泳ぎ 第３位・
女子 200ｍリレー 第２位・女子 200ｍメドレーリレー 第２位 清水 心奈

○女子５０ｍ自由形 第４位・女子 100ｍ自由形 第３位・
女子 200ｍリレー 第２位・女子 200ｍメドレーリレー 第２位 藤森 彩季

○女子 100ｍ背泳ぎ 第１位・女子 100ｍ平泳ぎ 第２位・
女子 200ｍリレー 第２位・女子 200ｍメドレーリレー 第２位 小宮山璃音

○女子 100ｍ平泳ぎ 第４位 秦 梨伽子
○男子 100ｍ平泳ぎ 第５位 大田 一輝
○男子 100ｍ平泳ぎ 第１位 松本航太郎
○女子 100ｍ自由形 第１位・女子 100ｍバタフライ 第１位
女子 200ｍリレー 第２位・女子 200ｍメドレーリレー 第２位 田原麻里愛

○女子５０ｍ自由形 第３位・女子 100ｍ自由形 第３位 中林 仁海
○女子 100ｍ自由形 第４位・女子 100ｍ平泳ぎ 第４位 六川 凜花

【 お知らせ・お願い 】

○ １月のスクールカウンセラー佐藤未幸先生の来校日は、１２日（木）、２６日（木）です。
面談を希望される場合は、事前に、学級担任・保健室（青山）・教頭へご連絡ください。

○ ご意見・ご質問・ご不明な点等がありましたら、学校（教頭）までお気軽にご連絡・ご相談
ください。

１月の主な学校行事予定

・１／１０（火）３学期始業式 ◇１月の放課後学力アップ教室◇
・ １１（水）３年生総合テスト⑤ ［水曜日］１８日 ［木曜日］１２日・２６日
・ １４（土）英語検定
・ １７（火）新生徒会発足
・ １９（水）中学校説明会
・ ２５（水）城東地区職員会会議の為

１４：３０下校
・ ２７（金）授業参観日、学年学級ＰＴＡ
・ ３１（火）道徳全校研究授業

－ ２学期（８５日間）ありがとうございました。よいお年をお迎えください －


