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年度はじめの記事へ ←（クリックで、２０２１年４月当初の記事にジャンプできます。） 

 ２０２１年６月１０日（木） 

【春季クラスマッチ】 

 １・２・３年生全校参加の「春季クラスマ

ッチ」が行われました。春季とは言いつつも

夏の気配が感じられる太陽の光が降り注ぐ

中、新型コロナウイルス感染に対する対策を

講じながらの実施となりました。 

 競技種目は「ソフトボール、バレーボール、

バドミントン、卓球」の４種目でした。得手

不得手のある中、それぞれのミスを補い助け 

 合う様子が見られました。「スポーツを通じて

クラスの団結を深め、チームワークの大切さ

を学ぶ」ことを目指して元気よく取り組めた

と思います。皆さん、お疲れさまでした！ 

 

 

 

 

 

 

 ２０２１年６月９日（水） 

【３年生進路行事】 

【◎面接・小論文対策講座、公務員試験対策

講座、進学講演会、学校別分科会】 

 ３年生は、進路の最終決定に向けての具体

的な活動を開始しています。この日は、進路

実現に向けた準備の仕上げとしてＪＡ長野県

ビルでの「進路ガイダンス」に臨みました。 

 面接・小論文対策講座、公務員試験対策講

座では、模擬面接を通して就職試験における

基本内容と流れを実感しました。進学講演会

では、試験概要について説明を受けるととも

に、今後の学習に対する助言をいただきまし

た。また学校別分科会では、対面とオンライ

ンの両方で各種学校様にお越しいただき、過

去問や推薦入試の内容、受験形態についての

理解を深めました。 

 今までの進路学習を振り返り、自らの力で

力強く歩みを進めていってほしいです。 

https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/
https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/album.html


 2021 年度 松代通信                Page 2／7  

松代通信 TOPへ戻る   本校ホームページ TOPへ   前年度までの記事へ 

①「松代大本営跡」見学の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②就職・進学分科会の様子 

 

２０２１年６月９日（水） 

【２年生進路行事・総合的な探究の時間】 

 ２年生は、歴史をたどる活動として「松代

大本営跡」を見学させていただきました。ま

た、午後は趣向を変え、大学・短期大学・専

門学校様にお越しいただき、就職や進学、資

格取得等の説明を受けました。 

【①「松代大本営跡」見学】 

 松代大本営は、アジア太平洋戦争において

日本の戦況が苦しくなり、日本の本土決戦を

想定し始めた際に、当時の天皇のもとで作戦

を立てて戦争を指揮する日本軍の最高司令部

「大本営」を松代の地に移転しようと計画さ

れ、極秘裏に工事が進められていた地下壕に

なります。長い間掘削され続けた壕の中を案

内いただくと、戦没者の方々や戦中・戦後の

明日をも知れぬ暮らしに苦しんだ方々の状況

に胸が痛むとともに、平和に対する願いを、

今より一層強く持つきっかけとなりました。 

【②就職・進学分科会】 

 大原学園様をはじめとして、多岐にわたる

大学・短期大学・専門学校様にお越しいただ

きました。学校での学びの様子に留まらず、

各種業界・職種自体の紹介や必要となる資格

について、具体的な数字を交えてご教示いた

だきました。生徒は、自分が興味関心を抱く

分科会へと参加し、学びを深めました。   

何を学ぶか・何に従事するかに拘わること

なく、向き合う対象にとことん向き合い続け

たいものです。未知のもの出会うのを楽しみ

にして、目の前のことに向き合いましょう！ 

①大山寛樹様によるご講義の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年６月９日（水） 

【１年生進路行事・総合的な探究の時間】 

１年生は、株式会社「キッズコーポレーシ

ョン」様、ＮＰＯ法人「夢空間」様の主催で

自分と向き合う学びに臨みました。 

【①今・これからの自分のマップを思い描く】 

 まずは、オンライン形式でのキッズコーポ

レーション大山寛樹様の講義を受けながら、

マインドマップという思考の整理法を活用

し、自分自身の「性質」を「見える化」して
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①自分のマインドマップを描く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②我武者羅応援授業ＤＶＤ鑑賞の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③香山篤美様によるご講演の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いくことに挑戦しました。自分が好きなもの、

興味があること、何を頑張りたいか等に考え

を巡らし、仲間と共有しました。生徒たちは

恐れることなく思い浮かぶ言葉の枝葉を伸ば

し、仲間と語り合っていました。 

 今・これからの自分に対して、仲間と一緒

に向き合う有意義な時間になりました。 

【②「我武者羅応援授業」から考える】 

 引き続き、キッズコーポレーションの伊東

田津子様を講師としてお招きし、我武者羅応

援団様による「我武者羅応援」授業のＤＶＤ

を視聴させていただきました。 

 我武者羅応援団の団長・副団長の「自分を

信じるのに理由なんていらない」という熱い

メッセージと語りに胸を打たれました。生徒

たちも、真剣に耳を傾けていました。 

 

 

 

 

 

 

【③長野市松代町の現状と課題を知る】 

 最後は、ＮＰＯ法人「夢空間」の香山篤美

理事長にお越しいただき、松代町の現状と課

題についてご講演いただきました。 

 松代について幅の広い教養をお持ちの香山

様からは、松代の地で学ぶ高校生たちが地域

の存在を身近に感じ、より深く関わっていき

たいと思えるようなお話をたくさんしていた

だきました。この先の、地域と繋がる探究的

な活動に活かしていきたいですね。 

 ２０２１年６月４日（金） 

【ＰＴＡ理事会】 

 本校の同窓会館で、「ＰＴＡ理事会」が行わ

れました。激しい雨でお足元の悪い中、新旧

ＰＴＡ会長・副会長、学級代表の保護者の方々

にご来校いただきました。 

 旧ＰＴＡ会長・副会長へは、新ＰＴＡ会長

から感謝状が送られました。松代高校の教育

活動は、理事をはじめ全ての保護者、地域の 
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皆様の多大なるご支援の下で成り立っており

ます。今後ともより一層のご理解・ご協力を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 ２０２１年６月１日（火）～４日（金） 

【読書週間】 

 図書委員会の運営による「春の読書週間」

期間となりました。朝のＳＨＲが終わった後、

全校生徒が一斉に本を読み始めます。心を落

ち着けて思い思いの本に向き合う生徒たちの

姿がありました。 

 何かを疑問に思 

う、何かを楽しみ 

知り続けていくこ 

と忘れずにいこう。 

 ２０２１年５月１５日（土） 

【教室ワックスがけ】 

 清美委員会の運営で、各ホームルーム教室

の「教室ワックスがけ」が行われました。 

各クラスの清美委員を中心に、クラスごと

教室の床にワックスをかけました。学校生活

において多くの時間を過ごす教室を自分たち

責任で整備する取り組みでした。用具を適切

に使い、心を込めて取り組んでいました。 

 ２０２１年４月３０日（金） 

【生徒総会・壮行会】 

 生徒会執行部主催で、教室間をつなぐ形式

で「生徒総会・壮行会」が行われました。 

生徒総会では、各委員会の委員長から活動

報告や質問・意見への返答がなされました。

各委員会が特色を出し、生徒会運営に力を注

いでいることが伝わってきました。 

壮行会では、各運動部が大会に向けた熱い

意気込みを語りました。敗退すれば３年生は

引退です。諦めずに向き合ってほしいです。 
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２０２１年４月２３日（金） 

【運動部結団式】 

 春季の大会が近づき、運動部の活動がより

一層活気づいてきたことをふまえた「運動部

結団式」が行われました。 

 全運動部が参加した結団式では、部員全員

が自らの心身を育み、目的をもって活動し、

部内外の行動に対しても意識を高めることが

大切だという共通認識がもたれました。心を

込めて練習や各種活動に励みましょう。 

 

２０２１年４月２２日（木） 

【交通安全教室】 

各教室をつなぐオンライン形式で、１・２・

３年生を対象に「交通安全教室」が行われま

した。 

警察官の方に講師としてお越しいただき、

自転車を利用する際のリスク、事故が起きた

時の対処法等についてお話しいただきまし

た。交通ルールを守って、安心安全な通学を

意識したいと強く感じられました。 

 

２０２１年４月１４日（水） 

【応援練習】 

 応援委員会中心の運営で、１年生に向けた

応援練習が行われました。 

 校歌が書かれた大きな歌詞カードを見せた

上で、校歌のＣＤ音源を流すという形で実施

しました。１年生は生徒手帳を手に、応援を

送る場面を想定して、校歌に耳を傾けました。

壮行会等、応援を送る場面が待ち遠しいです。 

 ２０２１年４月８日（木）～９日（金） 

【３年生修学旅行】 

 昨年度、新型コロナウイルスの感染拡大の

影響を受けて延期していた、現３年生の修学

旅行を実施しました。 

 １泊２日の日程で、豊かな海と肥沃な田園

地帯を有する隣県・新潟県へ。新潟市水族館

マリンピア日本海、新潟せんべい王国、新潟

ふるさと村や彌彦神社など、新潟を象徴する

各地に赴きました。 
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  海に近い土地やお米の名産地であることを

ふまえた魅力あふれる施設、文化的に意義の

ある神社のたたずまいに心躍らせる生徒の姿

がありました。 

かけがけのない思 

い出にするとともに、 

今後の進路の選択や 

学校生活の糧として 

いってもらいたいと 

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０２１年４月７日（水） 

【新入生歓迎会】 

１年生を迎えて、各部活動や委員会の代表

生徒たちが活動内容を紹介する、新入生歓迎

会が行われました。 

現生徒会長による歓迎の言葉、動画などを

使っての工夫した活動紹介があふれました。

魅力的な活動、活躍が楽しみになる取り組み

ばかりです。学年の枠を超えて活動に参加し、

より一層自分を高めていきましょう。 
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２０２１年４月６日（火） 

【入学式】 

晴れ渡る空の下、入学式が挙行されました。 

１２９名（普通科７９名・商業科５０名）

の新入生の門出を、保護者の皆様が見守る中、

校長先生をはじめとする教職員が祝いまし

た。明日は、対面を心待ちにする２・３年生

を交えた対面式・新入生歓迎会があります。 

かけがえのない高校生活とするためにも、

学業や課外の取り組みに励みましょう。 

 

←生徒玄関掲示のクラス分けを確認する様子

です。ワクワク、ドキドキがあふれます。 

↑新入生の担任となる４名の先生方の様子で

す。入学式後には、各クラスでＨＲの時間が

設けられました。目を輝かせる生徒、緊張が

目に見える生徒、さまざまな姿がありました。 

 

２０２１年４月５日（月） 

【新任式・１学期始業式】 

教職員の新任式および１学期始業式が、オ

ンライン形式で行われました。 

新任式では、校長先生より１３名の教職員

が紹介されました。明日には新入生を迎え、

新たな松代高校が始動します。 

新型コロナウイルスの感染拡大がおさまら

ない中ですが、生徒と教師が一丸となって、

保護者や地域の皆様のお力をお借りしながら

学びを深めていけますと幸いです。 
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