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よく見て描きました

1,2 年生写生会

2019.7.1６

3 年生修学旅行の特別日課で昨年度に引き続いて 1,2 年生による写生会を実施しました。晴天の下、校地内
で思い思いの風景を描きました。仕上がった作品は廊下に掲示され、お互いを評価し合っています
・校庭から見た校舎を描きました。去年よりも影などをしっかり描くことが出来たと思うので、よかったです。
・今年はずっと描きたかった橋が見える所から描きました。上手く描けるように描く順番を決めて描きました。
・他の人の絵を見たり、アドバイスし合ってお互いのいいところや足りないところを見つけて、絵を調整していきました。美
術の基本で教わった色の出し方を工夫して使いながら色を塗りました。自分的にはまあまあいい出来だと思いました。

へき地教育の研究校に学ぶ

上村小・天龍小へ授業参観

2019.6.12

「ふるさとに夢や誇りをもって、未来の創り手となる子どもの育成～へき地・複式・小規模校の特性を生か
した学校・学級経営と学習指導の深化・充実をめざして～」をテーマに、今年 10 月 10,11 日に全国へき地教
育研究大会長野大会が上田市を中心に県内各地で研究会がもたれます。下伊那郡では上村小学校において公開
授業及び研究会が開かれます。本校の先生方も事前の公開授業を参観し、研修しました。上村小では複式指導、
天龍小では上村小と和田小をつないだ遠隔授業を参観させていただきました。今後このような授業で学んだ児
童が本校へ入学してきます。小中連携した学習指導（授業改善）が求められることを実感した一日でした。

雨天の中

授業参観・PTA 親子作業

2019.7.1６

本年度 2 回目となる授業参観。今回は PTA 作業で校舎周辺の環境整備を校舎内清掃に代え実施しました。
・授業はいつも通りにすることができました。体育では練習した技を出して 3 回勝つことが出来て
よかったです。
・授業参観は少し緊張しました。村の人が来てくれて嬉しい半面、本当に緊張が激しかったです。
・PTA 作業がありました。体育館のステージ袖を清掃しました。パイプ椅子などをどかしてほうきを
かけました。すごいホコリと虫の死骸がありました。終わった後、体育器具室の整頓を手伝いま
した。普段あまり清掃をすることがない場所をきれいにすることができたので嬉しかった。
・あいにくの雨で、窓ふき作業となりました。3 階の廊下と音楽室を掃除しました。3 階は使うこと
が少ないので、窓のふちは蜘蛛の巣と虫とゴミだらけでした。スポンジでこすって取りました。
窓がきれいになると心もきれいな気がしました。

前期人権旬間

人権教育講演会

2019.6.17

前期人権旬間のスタートとして、人権教育擁護委員会の皆様による講演をいただき
ました。
「共に生きる」とはどういうことかを考える機会となり、今後“あっていい
違い、あってはいけない違い”や“公平か不公平か”を具体例から判断していく学習
が計画されています。3 校交流会でも合同道徳で学び合います。
・マティくんの詩についてお話をしていただいたりしました。「色の贈り物」は、自分がそんなことを考
えたことはないので、すごいと思いました。教頭先生の言っていたことも考えたいと思いました。

自己ベストを目指して

中体連大会水泳中南信大会

2019.6.23

時折雨が降る中、松本市民プールにて中体連大会が行われ、2 名の部員が 2 種目に出場しました。50m プー
ルでの練習が思うようにできないまま本番を迎え、ペース配分に不安があったかと思いますが、ベスト記録の
更新が見られるなど、粘り強い泳ぎを見ることが出来ました。更に今後の伸びが期待されます。
・午前中は他の学校の生徒の泳ぎを見ていました。水泳のガチ勢がとても速くてびっくりしました。僕たちの出番になって
きてすごくドキドキして、上手く泳げるか心配でした。クロールも平泳ぎもいい記録でとても良かったです。

ようこそ天中へ 今年もよろしく

第 1 回 3 校交流会

2019.6.2６

どんぐり向方学園中学校と遠山中学校の生徒の皆さんを迎え、今年度最
初の 3 校交流会が天龍中学校で行われました。この交流会も平成１７年
５月に始まって１５年目を迎える伝統行事です。各学校紹介、合同合唱、
学年別道徳合同授業、性教育講演会が行われました。合間に自由交流の
時間もあり、情報交換しながら親睦を深める姿が見られました。
・授業では多くの意見を知れてよかったし、合唱も倍くらいの歌声で面白かった。
・合同道徳ではグループになって「公平か不公平か」を考えました。遠山中の生徒が積極的に意見を聞いてくれたの
で嬉しかったです。次回はもっと自分から話しかけていきたいです。
・自分から積極的に他校の生徒に話かけたり、授業で発言したりすることができました。次回は遠山中学校で行うの
で楽しみです。
・遠山中の 1 年生には何回も会ったことがあったてので、緊張はあまりしませんでした。助産師さんの話から、自分が産
まれる時に助産師さんという存在がなかったら、産まれなかったかもしれないなと思いました。いい勉強ができました。

楽しくバレーボール大会

職員も一緒に全校体育

2019.6.28

体育授業で学んだ天中バレーボールの単元のまとめの中で、先生チームも参加し
た球技大会を開きました。
予選と決勝トーナメントを行い、先生チームがみごと優勝しました。生徒たちの技
能も上がり、体育館に楽しい歓声が鳴り響いていました。

小学校音楽会に出演

音楽部発表

2019.6.29

今年も天龍小学校音楽会で音楽部が出演させていただきました。
アニメ映画「千と千尋の神隠し」の主題歌“いつも何度でも”を合唱し、澄み
切った声が管内に響き渡りました。一人一人の思いが聴く人にしっかり届きま
した。
・天龍小学校の音楽会に参加しました。久しぶりに小学校に行ったら「懐かしいな」と思いました。音楽会が始まり、
小学生の歌声を聞いて「よく朝から高音が出るなぁ」と感心しました。発表の時、曲紹介は噛み噛みでしたが、合唱
は昨年より良い発表ができたので安心しました。
・とても緊張しましたが、自分なりにしっかりと最後まで歌うことができたし、小学生の演奏も聞けて良かったです。
・小学校の音楽会に行きました。去年まで自分が出ていたので不思議でした。音楽部は声がとてもきれいでした。
自分たちの文化祭も頑張りたいです。

留学生と交流

ミドルベリー大学（USA）から 4 名来校

2019.7.4～5

6 月末より約１ヶ月間、アメリカの大学生 4 名が研修のため天龍村に来ていることから、2 日間の授業参加
とハンガー製作会参加を計画しました。日本語も上手で、生徒たちとも気軽に交流していただけています。
・英語の授業を一緒にしました。M さんと一緒にやった時が一番楽しく、めっちゃ笑い
ました。面白いところと笑顔がすてきでとても良かったです。
・最初は少し怖く感じ自己紹介の時も上手くできるかなと心配でしたが、意外とフレ
ンドリーで話しやすかったです。ジャニーズや TWICE で盛り上がったりしてとても楽し
かったです。もう 1 回交流したいと思いました。

万が一に備えて

BLS(ベーシック・ライフ・サポート)講習会

2019.7.5

水泳の授業を前に、例年実施している心臓マッサージと AED 講習。いつでもできるために何回も訓練するこ
とが重要です。声に出すことや協力を求めることの大切さをあらためて確認できました。
・阿南病院や消防署の人が講習会に来て、胸骨圧迫や AED の使い方を実際にやって見せ
ながら教えてくれました。「早くしないと」という焦りと、約 1 分 30 秒の胸骨圧迫で疲れてしまい
大事なことを見落としてしまいました。どんなときも落ち着いて見落としがないようにしたいです。
・小学生の時とか去年もやっていたので、どんなのかは覚えていました。でも分かっていても自
分が実際に応急処置をすると考えると大事だなぁと思いました。
・心臓マッサージは非常に体力が必要で、交代しながら長い時間続けるそうです。命を救うことは、とても大変なことな
んだなと思いました。

贈り先を考えよう!

全校ハンガーPROJECT

2019.7.5

製作本数が 1300 本を超え、内 700 本近くをアスリートに届けることができています。今後、自分たちでも
届け先を決めていこうと PROJECT チームが動き出しました。一方的ではありますが、チーム内では御嶽海関、
大坂なおみ選手、池江璃花子選手等へ郵送しました。生徒の力による新たな展開を期待します。
・アスリートにハンガーを届ける準備をしました。選手への手紙を書き、ハンガーPROJECT の説明の紙を入れて段ボール
に詰めて宛名を書いて完成させました。自分たちが作ったものが、選手に届いてほしいです。そしてもっともっと天龍村
やハンガーPROJECT のことを知ってもらえるようにしたいです。
・私は奥原希望選手、八村塁選手、小平奈緒選手など、これから誰に送りたいかたくさん書きました。班に分かれて
意見を出し合いました。まとめる時に判断するのが難しかったです。先生たちにも協力してもらいながら画用紙にまとめ
ることができました。

働く意義を見つけた 3 日間

2 年生職場体験学習

2019.7.9～11

2 年生が村外を原則に、3 日間の職場体験学習を行いました。自動車関係や販売関係、動物病院や工場と職
種は様々で、電車やバスを利用するなど交通面でも将来の社会人をイメージする機会になりました。
・始めはお店の掃除をしました。隅から隅まできちんとキレイにすることができました。ケーキの飾りつけをしましたが、お店
に出るものなので、緊張しましたが丁寧にできてよかったです。
・電車とバスを使って行きました。トリミングを手伝いましたが、大型犬は 3 人位でやらないと大変でした。3 日間楽しく職
場体験ができたので良かったです。帰りの電車で爆睡していたら、平岡駅で車掌さんが起こしてくれました。とても嬉し
かったです。
・昨日と同じ作業をしましたが、今日はもう少し小さくて、0.5cm あるかないかぐらいのを見ました。5 本のカラー線が途中
で途切れていたりしたら省く作業でしたが、何一つ見つからずとてもあせりました。とても体力を使った 3 日間でした。
・朝礼はとてもピリピリした空気で緊張しました。品揃えは常に腰がきつく、暑くもないのに汗をかきました。仕事の辛さがこ
の体験で分かったと思います。

楽しく遊ぶ

2 年生保育実習

2019.7.1６

家庭科の授業で、保育体験をしました。天龍保育所を訪問し、事前に作成した
手作りの遊び道具を使って遊び相手をしていました。学校での様子とは少し違い、
優しく丁寧な行動と目線を合わせた姿勢で言葉掛けしている姿に真剣さを感じま
した。
・あいさつをしてから 2 つのグループに分かれて遊びました。頑張って遊んでいるところを
見て、カワイイーって思いました。

笑顔で交流

中国訪日団

海口市五源河学校生来校

2019.7.1６

昨年の交流の様子から、本校との交流を希望した五源河学校の 1 年生 29 名が来校しました。決定してから当
日までの計画や準備を 1 年生 3 名に担当してもらいました。当日は時間が押してしまい全ては計画通りできま
せんでしたが、1 年生が進行を頑張ってくれよい交流会になりました。帰り際にはプレゼントをいただいたり、
記念写真を撮ったりと友好的な場面をたくさん見ることができました。
・たった２つの企画なのに計画を立てるのが大変でした。家で考えてみたり、学校のあいている時間に 3 人で話し合っ
たり、色々頑張ってみましたが、リハーサルで 2,3 年生を前にすると今まで考えていたことが頭からなくなっていくように、
思い出せなくなりました。本番はもっと頑張りたいです。
・天中の 1 年生が中心となって自己紹介やレクレーションをしました。
自己紹介で好きなスポーツは水泳と答えている人が多くいたので、
すごいと思いました。中国語は全然話すことが出来なかったけど、
数人の女子と楽しく交流が出来たので、すごく嬉しかったです。
・天中の人数より 3 倍ぐらいの生徒がいて、びっくりしました。制服がかわいかったです。歌やダンスを披露してくれまし
たが、とても上手でした。最後はたくさんの人から話しかけてもらえて、とても嬉しかったです。
・最初は全然慣れない感じでしたが、しゃべっていくうちにどんどん楽しくなっていきました。大繩
跳びは 1 回とか 2 回とかだったけど、楽しくできたと思います。とても優しい人たちでした。
・自己紹介で、英語が上手くてとてもびっくりしました。日本語が全く通じずとても動揺しました
が、貴重な体験を楽しむことができたと思います。

高校を知る

2,3 年生進路講話

2019.7.18

阿南高校の校長先生から、高校の授業の仕方や特色ある
活動についてお聞きしました。また、男女関係なくグロー
バルに生きることについても教えてくださいました。中学
生のうちに身につけておきたい内容もありました。生徒か
らも質問が出され、進路選択に関心を持った様子です。

ハンガーPROJECT

レスリング応援&明治大学競走部へ贈呈

2019.6.18

早朝、村バスに乗って一行は東京へ向かいました。至学館大学レスリング部にハンガーを贈った関係から、
全日本レスリング選抜大会を観戦し、関係選手を応援しました。また、明治大学陸上部(阿智村出身で五輪競
歩選手の園原さんが監督、天龍村出身の吉沢さんがコーチ)の皆さんへハンガーを贈呈。一流の試合を生で見
て、アスリートを身近で感じたことは貴重な体験となりました。
・明治大学競走部の皆さんがとても細かったし、すごいトレーニングをしていました。主将の阿部さんは箱根駅伝にも出
るけど、五輪に出そうなとてもすごい人だと分かりました。ハンガーを渡せて良かったです。
・レスリング観戦では、吉田沙保里さんや浜口京子さん、ジャガー横田さん親子など、テレビでみる人がたくさんいました。
応援の方も大声で至学館大学の皆さんと一緒に応援できました。

ハンガーPROJECT

第 16 回製作会

2019.7.13

第 16 回目の製作会。村民、生徒、卒業生、留学生、職員など多彩な顔ぶれでハンガーを磨きました。会の
初めには現在までの様子と今後の予定、本日の作業内容の確認が行われました。今まで作成したハンガーを点
検し、再度磨きをかけたいものをピックアップして、質を高める作業をしました。休憩時にはかき氷がふるま
われ、大変好評でした。
・製作会に行きました。今回は削り直しをやりました。マックス先生と留学生の

【今後の贈呈予定】

4 人の人と一緒に削りました。ハンガーを削りながら少しだけ話をしました。

・ジェイテクトスティングス

休憩の時、かき氷を全員で食べました。練乳もあってすごくおいしかったです。

・明治大学野球部・バレー部
・VC 長野トライデンツ
・学習院大学アメフト部
・ヤマハ発動機ラグビー部
・全日本男子車椅子バスケット
ボールチーム

