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夢をかなえて

９月「小２ブ水遊び」

学部のみ

が見にいくと、たくさん水をかけられました。「水をかけ

という願いをもって遊ぶと、道具の使い方も上手になります

９月「そよかぜ校外学習」

奏を聴きました。一緒に校歌

顔に、演奏している方々も笑顔になりました。みなさんには、

分たちで稲刈りをしました。

ダイナミックな生活単元学習で経験を広げることができました。

10 月「千曲市中学校合同音楽会」

唱奏でした。中学校の校長先生方からは、「感動しました。涙が

出てきました。先生方は一人ひとり

きることを一生懸命やっていました」と感想をいただきました。

10 月「高生コわくわく作業所Ⅱ」

たくなる製品

成の喜びが感じられるようになると、卒後も豊かに

コンサート」

ても、鍵盤が
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始業式では、夢をもってがんばりましょうという話をしたので、終業式で

はがんばっているみなさんの姿を紹介しました。よい２学期でした。

 

 

 

 

公職選挙法が改正され、

18 歳になると選挙ができ

ることとなりました。これ
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選挙はできませんでした。

来年に行われる予定の参
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 みなさんは、社会人として自立

自信をもち、社会人としての責任が果たせるよう、

分教室終業式
（12

合格報告合格報告合格報告合格報告

人の心を動かす

11

て、忘れられない日となりました。先生方の顔も笑顔です。

12

ーが決まりました。来年、高等部３年生で

なさんは、日本の国の参議員選挙も待っています。

始業式では、夢をもってがんばりましょうという話をしたので、終業式で

はがんばっているみなさんの姿を紹介しました。よい２学期でした。

公職選挙法が改正され、

歳になると選挙ができ

ることとなりました。これ

20 歳にならないと

選挙はできませんでした。

来年に行われる予定の参

議院議員選挙では、現在３年生のみなさんはもちろん、２年生のみなさんの

中にも選挙ができる人がいることとなります。

社会人として認められるということです。うれしいことです。そして、認め

られるということは

みなさんは、仕事に就き、自分の力で生活をし

ば、親に払ってもらっているスマホの代金を自分で払うことも、社会人とし

ての責任です。自分が苦労してこそ、

高等部３年間は、あっという間に過ぎていきます。そして、そんな中で、

みなさんは確実に成長しています。

働く力を身につけました。稲養祭、更農祭に参加し、仲間や地域の方々に認

められることができました。そして、先日は、更埴地区高等学校合同音楽会

に初参加。高校生のすばらしい演奏に負けない、心を揺さぶるすばらしい「桜

ノ雨」「桜の栞」の合唱でした。分教室の新しい歴史をつくってくれ

みなさんは、社会人として自立

自信をもち、社会人としての責任が果たせるよう、

分教室終業式
12 月 25 日）

合格報告合格報告合格報告合格報告    

人の心を動かす

11 月 13 日

て、忘れられない日となりました。先生方の顔も笑顔です。

12 月「生徒会選挙」

ーが決まりました。来年、高等部３年生で

なさんは、日本の国の参議員選挙も待っています。

始業式では、夢をもってがんばりましょうという話をしたので、終業式で

はがんばっているみなさんの姿を紹介しました。よい２学期でした。

公職選挙法が改正され、

歳になると選挙ができ

ることとなりました。これ

歳にならないと

選挙はできませんでした。

来年に行われる予定の参

議院議員選挙では、現在３年生のみなさんはもちろん、２年生のみなさんの

中にも選挙ができる人がいることとなります。

社会人として認められるということです。うれしいことです。そして、認め

られるということは、同時に責任も果たさなければならないということです。

みなさんは、仕事に就き、自分の力で生活をし

てもらっているスマホの代金を自分で払うことも、社会人とし

ての責任です。自分が苦労してこそ、

高等部３年間は、あっという間に過ぎていきます。そして、そんな中で、

みなさんは確実に成長しています。

けました。稲養祭、更農祭に参加し、仲間や地域の方々に認

ができました。そして、先日は、更埴地区高等学校合同音楽会

に初参加。高校生のすばらしい演奏に負けない、心を揺さぶるすばらしい「桜

ノ雨」「桜の栞」の合唱でした。分教室の新しい歴史をつくってくれ

みなさんは、社会人として自立

自信をもち、社会人としての責任が果たせるよう、

分教室終業式
日） 

人の心を動かす演奏ができることがわかりました。

日「大学合格報告」

て、忘れられない日となりました。先生方の顔も笑顔です。

「生徒会選挙」

ーが決まりました。来年、高等部３年生で

なさんは、日本の国の参議員選挙も待っています。

始業式では、夢をもってがんばりましょうという話をしたので、終業式で

はがんばっているみなさんの姿を紹介しました。よい２学期でした。

公職選挙法が改正され、

歳になると選挙ができ

ることとなりました。これ

歳にならないと

選挙はできませんでした。 

来年に行われる予定の参

議院議員選挙では、現在３年生のみなさんはもちろん、２年生のみなさんの

中にも選挙ができる人がいることとなります。

社会人として認められるということです。うれしいことです。そして、認め

同時に責任も果たさなければならないということです。

みなさんは、仕事に就き、自分の力で生活をし

てもらっているスマホの代金を自分で払うことも、社会人とし

ての責任です。自分が苦労してこそ、

高等部３年間は、あっという間に過ぎていきます。そして、そんな中で、

みなさんは確実に成長しています。

けました。稲養祭、更農祭に参加し、仲間や地域の方々に認

ができました。そして、先日は、更埴地区高等学校合同音楽会

に初参加。高校生のすばらしい演奏に負けない、心を揺さぶるすばらしい「桜

ノ雨」「桜の栞」の合唱でした。分教室の新しい歴史をつくってくれ

みなさんは、社会人として自立

自信をもち、社会人としての責任が果たせるよう、

分教室終業式 

演奏ができることがわかりました。

合格報告」

て、忘れられない日となりました。先生方の顔も笑顔です。

「生徒会選挙」中学部・高等部で、来年の

ーが決まりました。来年、高等部３年生で

なさんは、日本の国の参議員選挙も待っています。

始業式では、夢をもってがんばりましょうという話をしたので、終業式で

はがんばっているみなさんの姿を紹介しました。よい２学期でした。

議院議員選挙では、現在３年生のみなさんはもちろん、２年生のみなさんの

中にも選挙ができる人がいることとなります。

社会人として認められるということです。うれしいことです。そして、認め

同時に責任も果たさなければならないということです。

みなさんは、仕事に就き、自分の力で生活をし

てもらっているスマホの代金を自分で払うことも、社会人とし

ての責任です。自分が苦労してこそ、喜びもあります。

高等部３年間は、あっという間に過ぎていきます。そして、そんな中で、

みなさんは確実に成長しています。２学期は、特別実習、後期現場実習等で、

けました。稲養祭、更農祭に参加し、仲間や地域の方々に認

ができました。そして、先日は、更埴地区高等学校合同音楽会

に初参加。高校生のすばらしい演奏に負けない、心を揺さぶるすばらしい「桜

ノ雨」「桜の栞」の合唱でした。分教室の新しい歴史をつくってくれ

みなさんは、社会人として自立する力を確実に身につけています。自分に

自信をもち、社会人としての責任が果たせるよう、

演奏ができることがわかりました。

合格報告」合格おめでとう。本当にうれしく

て、忘れられない日となりました。先生方の顔も笑顔です。

中学部・高等部で、来年の

ーが決まりました。来年、高等部３年生で

なさんは、日本の国の参議員選挙も待っています。

始業式では、夢をもってがんばりましょうという話をしたので、終業式で

はがんばっているみなさんの姿を紹介しました。よい２学期でした。

議院議員選挙では、現在３年生のみなさんはもちろん、２年生のみなさんの

中にも選挙ができる人がいることとなります。18

社会人として認められるということです。うれしいことです。そして、認め

同時に責任も果たさなければならないということです。

みなさんは、仕事に就き、自分の力で生活をしなければいけません。例え

てもらっているスマホの代金を自分で払うことも、社会人とし

喜びもあります。

高等部３年間は、あっという間に過ぎていきます。そして、そんな中で、

２学期は、特別実習、後期現場実習等で、

けました。稲養祭、更農祭に参加し、仲間や地域の方々に認

ができました。そして、先日は、更埴地区高等学校合同音楽会

に初参加。高校生のすばらしい演奏に負けない、心を揺さぶるすばらしい「桜

ノ雨」「桜の栞」の合唱でした。分教室の新しい歴史をつくってくれ

力を確実に身につけています。自分に

自信をもち、社会人としての責任が果たせるよう、

演奏ができることがわかりました。

合格おめでとう。本当にうれしく

て、忘れられない日となりました。先生方の顔も笑顔です。

中学部・高等部で、来年の

ーが決まりました。来年、高等部３年生で 18

なさんは、日本の国の参議員選挙も待っています。

始業式では、夢をもってがんばりましょうという話をしたので、終業式で

はがんばっているみなさんの姿を紹介しました。よい２学期でした。

議院議員選挙では、現在３年生のみなさんはもちろん、２年生のみなさんの

18 歳になると、立派な大人、

社会人として認められるということです。うれしいことです。そして、認め

同時に責任も果たさなければならないということです。

なければいけません。例え

てもらっているスマホの代金を自分で払うことも、社会人とし

喜びもあります。 

高等部３年間は、あっという間に過ぎていきます。そして、そんな中で、

２学期は、特別実習、後期現場実習等で、

けました。稲養祭、更農祭に参加し、仲間や地域の方々に認

ができました。そして、先日は、更埴地区高等学校合同音楽会

に初参加。高校生のすばらしい演奏に負けない、心を揺さぶるすばらしい「桜

ノ雨」「桜の栞」の合唱でした。分教室の新しい歴史をつくってくれ

力を確実に身につけています。自分に

自信をもち、社会人としての責任が果たせるよう、さらに学んで

演奏ができることがわかりました。 

合格おめでとう。本当にうれしく

て、忘れられない日となりました。先生方の顔も笑顔です。

中学部・高等部で、来年の学校のリーダ

18 歳になったみ

なさんは、日本の国の参議員選挙も待っています。 

始業式では、夢をもってがんばりましょうという話をしたので、終業式で

はがんばっているみなさんの姿を紹介しました。よい２学期でした。

議院議員選挙では、現在３年生のみなさんはもちろん、２年生のみなさんの

歳になると、立派な大人、

社会人として認められるということです。うれしいことです。そして、認め

同時に責任も果たさなければならないということです。

なければいけません。例え

てもらっているスマホの代金を自分で払うことも、社会人とし

高等部３年間は、あっという間に過ぎていきます。そして、そんな中で、

２学期は、特別実習、後期現場実習等で、

けました。稲養祭、更農祭に参加し、仲間や地域の方々に認

ができました。そして、先日は、更埴地区高等学校合同音楽会

に初参加。高校生のすばらしい演奏に負けない、心を揺さぶるすばらしい「桜

ノ雨」「桜の栞」の合唱でした。分教室の新しい歴史をつくってくれ

力を確実に身につけています。自分に

さらに学んでください。

更農祭更農祭更農祭更農祭

 

合格おめでとう。本当にうれしく

て、忘れられない日となりました。先生方の顔も笑顔です。 

学校のリーダ

歳になったみ

 

始業式では、夢をもってがんばりましょうという話をしたので、終業式で

はがんばっているみなさんの姿を紹介しました。よい２学期でした。 

議院議員選挙では、現在３年生のみなさんはもちろん、２年生のみなさんの

歳になると、立派な大人、

社会人として認められるということです。うれしいことです。そして、認め

同時に責任も果たさなければならないということです。

なければいけません。例え

てもらっているスマホの代金を自分で払うことも、社会人とし

高等部３年間は、あっという間に過ぎていきます。そして、そんな中で、

２学期は、特別実習、後期現場実習等で、

けました。稲養祭、更農祭に参加し、仲間や地域の方々に認

ができました。そして、先日は、更埴地区高等学校合同音楽会

に初参加。高校生のすばらしい演奏に負けない、心を揺さぶるすばらしい「桜

ノ雨」「桜の栞」の合唱でした。分教室の新しい歴史をつくってくれました。

力を確実に身につけています。自分に

ください。 

更農祭更農祭更農祭更農祭太鼓演奏太鼓演奏太鼓演奏太鼓演奏

合格おめでとう。本当にうれしく

 

学校のリーダ

歳になったみ

始業式では、夢をもってがんばりましょうという話をしたので、終業式で

議院議員選挙では、現在３年生のみなさんはもちろん、２年生のみなさんの

歳になると、立派な大人、

社会人として認められるということです。うれしいことです。そして、認め

同時に責任も果たさなければならないということです。 

なければいけません。例え

てもらっているスマホの代金を自分で払うことも、社会人とし

高等部３年間は、あっという間に過ぎていきます。そして、そんな中で、

２学期は、特別実習、後期現場実習等で、

けました。稲養祭、更農祭に参加し、仲間や地域の方々に認

ができました。そして、先日は、更埴地区高等学校合同音楽会

に初参加。高校生のすばらしい演奏に負けない、心を揺さぶるすばらしい「桜

ました。 

力を確実に身につけています。自分に

 

太鼓演奏太鼓演奏太鼓演奏太鼓演奏    


