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年度はじめの記事へ ←（クリックで、２０２２年４月当初の記事にジャンプできます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月２６日（月） 

【2022スポ GOMI甲子園 出場！！】 

 全国大会出場おめでとうございま

す！！お疲れ様でした。 

約 1500人の高校生が全国 35エリア

でごみ拾いを実施。東京都墨田区で行

われた全国大会では約 1時間で 260㎏

ものゴミが回収された。長野県大会で

優勝した松代高校 2年生 3人の「オラ

東京さ いぐだ」チーム。全国大会出

場後は「全国の高校生は真剣に取り組

んでいて熱意があり、すごかった」

「他校より準備不足だった」「悔し

い」といった感想を持った。チームキ

ャプテンの樋口遼君は「長野県は海が

ないけれど、レジ袋 1枚で数千個のマ

イクロプラスチックが発生し、風に舞

い、河川に、そして海へと入ってしま

う。海が汚れてしまうのは僕たちの問

題だと知ってはいたが、こんなにも深

刻な問題なのだと全国大会に行っては

じめて気が付いた。今後もこの問題に

向き合って活動をしていきたい」と環

境への取り組みを語った。 

 

 １２月１６日（金） 

【高野連優秀選手・部員 表彰式！】 

 長野県高等学校野球連盟北信支部優

秀選手・部員の表彰式が実施されまし

た。 

優秀選手として３年生の栁澤佑星さ

ん、優秀部員として３年生の横田蒼衣

さんが認められ表彰されました。 

 おめでとうございます！！そして 

３年間本当にお疲れ様でした。 

 

 

 

 

https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/
https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/album.html
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 １１月１１日（金） 

【税に関する作文 入賞！！】 

 １年生が書いた税に関する作文が長

野税務署管内地区税務協議会長賞に入

賞しました。 

 おめでとうございます！！ 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

１０月２７日（木） 

【生徒総会】 

３年生が創り上げてきてくれた生徒

会のまとめと２年生へ引き継ぎの生徒

総会が実施されました。３年生の皆さ

ん、本当にお疲れさまでした。３年生

の役員の皆さんがとても大きく見えま

した。素晴らしい生徒総会で、ますま

すこれからの生徒会が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２２日（土） 

【中学生体験入学】 

体験入学を実施しました。 

今年度は新たな試みとして、普通科の

授業と商業科の授業の両方を体験して

もらいました。１時間目は普通科の授

業、２時間目は３教室に分かれて商業

科の授業を行いました。 

中学生および保護者の皆様、ご参加

いただきありがとうございました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１０月４日（火） 

【全校リモート学習】 

 午前中、全校リモート学習を実施し

ました。うまくできるのか不安なこと

は沢山ありましたが、やってみなけれ

ば分からない、とにかくやってみよ

う！と生徒も職員も全校でチャレンジ

してみました。やり始めたら、先生方

は色々な手法で学習を行っていたり、

生徒は楽しそうに学習に臨んでいる姿

が見られました。 

 

https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/
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 2022 年度 松代通信                Page 3／9  

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 

 ８月２３日（火） 

【２学期始業式】 

２学期始業式をオンラインで実施し

ました。校長先生より２学期はどんな

学期になるのか各学年生徒の皆さんへ

お話をしていただきました。 

今の自分より少しでも成長できるよ

う、様々なことにチャレンジをして充

実した２学期にしましょう。 

  ８月５日（金） 

【地域ゴミ拾い活動】 

生徒会執行部で日頃の感謝を込め

て、松代地域の通学路のゴミ拾いを行

いました。 

 執行部の生徒が「松代町はあまりゴ

ミが落ちていないと感じた。地域の方

が日頃から掃除をしていると聞き、気

をつけて小さなゴミも落とさないよう

に道路を利用したいと思いました。」

と感想を述べていました。 

  

  

８月１日（月） 

【商業科オープンキャンパス】 

本校は秋に普通科と商業科全体で体

験入学を実施していますが、新たな試

みとして夏に商業科のオープンキャン

パスを実施しました。 

中学生全学年を対象とし、募集をか

けました。保護者にも授業に参加して

いただき、体験授業を２時間行いまし

た。 

中学生および保護者の皆様、ご参加

いただきありがとうございました。 

 

https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/
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７月２７日（水） 

【１学期終業式】 

１学期終業式をオンライン形式で行

いました。校長先生より各学年生徒へ

のメッセージを記した校長通信のお話

と１学期を振り返ってお話をしていた

だきました。 

何か物事を成し遂げる時には 1人で

１００歩進むのではなく、１００人で

１歩進むことの大切さやみんなに辿り

着く目標を伝えみんなでその目標に向

かって協力し合うことの大切さについ

てお話いただきました。 

 皆さんは１学期どんなことに懸命に

取り組みましたか。 

  

７月２０日（水）～２６日（火） 

【ステップアップ補習】 

保護者懇談会に入り、半日日課にな

りました。午後の時間にステップアッ

プ補習を実施した様子です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月８日（金）・９日（土） 

【松濤祭】 

 今年度の松濤祭は、１日目の体育祭

は残念ながら熱中症の危険性を鑑み実

施を断念せざるを得ませんでしたが、

その他は無事に実施することができま

した。今年度は、保護者限定で公開を

することもできました。 

 １日目の午後は開祭式、校内祭。２

日目は限定公開、閉祭式、後夜祭。 

多くの保護者の方にご来校いただきま

してありがとうございました。 

役員の皆さん、全校の皆さん、本当に

お疲れ様でした。 

全校生徒の一生懸命に取り組む姿、

楽しそうな笑顔…様々な顔が見られて

本当に良かったです。 

https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/
https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/album.html
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７月４日（月） 

【壮行会・新任式】 

 オンラインで野球部の壮行会と新任

職員のご紹介を行いました。 

 野球部は１１日（月）１４時より松

本市野球場にて松本深志高校と戦いま

す。毎日頑張っていることをみんな知

っています。平常心でおもいきり楽し

んできてください。応援しています。 

 

  

  

  

６月１５日（水） 

【進路行事】 

 各学年の計画で終日進路行事を行い

ました。 

１年生は働き方＆収入仮想体験ワー

クと進路および探究講演会。 

２年生は松代大本営見学と分野別進

路ガイダンス。 

３年生は講演会、学校別分科会、面

接指導、小論文対策など。 

 盛り沢山の１日でしたが、しっかり

参加できていました。 

https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/
https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/album.html
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６月１０日（金） 

【春季クラスマッチ】 

 梅雨入りし天気が心配されました

が、生徒の皆さんの行いが良く、晴れ

ました！距離を保ちながら久しぶりに

全校で集まることもできました。 

クラスマッチはソフトボール・卓

球・バドミントン・バレーボールで競

いました。みんな楽しい１日を送れた

ようです。 

  

６月１０日（金） 

【壮行会（北信越大会）】 

 柔道部の皆さん、北信越大会への出

場、おめでとうございます！ 

 北信越大会へ出場できることに感謝

し、思う存分楽しんできてください。

心より応援しています。 

https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/
https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/album.html
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『
松
代
ブ
ラ
散
歩
』 

五
月
十
二
日
に
「
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
の
授
業
で
地
域
理
解
を
目
的
に
西
条
地
区
の
寺
院
を
探
索
し
歴
史
を
学
び
ま
し
た
。 
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４月２８日（木） 

【生徒総会・壮行会】 

オンラインで生徒総会・壮行会を実施

しました。 

 これからの生徒会活動が楽しみにな

るくらい素晴らしい生徒総会でした。 

北信大会は目の前です。今までの練

習の日々を胸におもいきり楽しんでき

てください。応援しています。 

 
↑松濤祭スローガンです 

 

  

４月２６日（火） 

【企業・上級学校説明会】 

 長野ビッグハットで実施された企

業・上級学校説明会に３年生が参加し

てきました。 

 実際に企業や学校の方々からお話を

聞いて、自分自身の卒業後の進路を 

考えられるよい機会になりました。 

  

４月２１日（木） 

【交通安全教室】 

 オンラインで交通安全教室を実施し

ました。 

自分の命・人の命を守るため、周囲

の状況をしっかり見ながら気をつけて

生活しましょう。 

https://www.nagano-c.ed.jp/matusiro/
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↑新入生の担任の先生方です。 

４月６日（水） 

【入学式】 

 入学式が挙行され、１０２名（普通

科４９名・商業科５３名）の新入生が

松代高校の門をくぐりました。 

１日１日そして人との出会いを大切

にし、かけがえのない高校生活を送り

ましょう。 

 

 

 

４月５日（火） 

【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。 

始業式では校長先生より２点、生徒

のみなさんに大切にしてもらいたいこ

とをお話いただきました。１点目、明

日もこの人と会いたいと思ってもらえ

るよう、温かい言葉をかけること。２

点目は、目の前のことをきっちりとや

ること。 

明日には新入生を迎え、新たな松代

高校がいよいよ始動します。みんなで

良い学校を作り上げていきましょう。 

 

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