
 

 

 

 
コバケンとその仲間たちオーケストラ in 常盤中 

～小林研一郎先生の出前授業～ 
 

６月５日（水）、世界のコバケンと呼ばれている、指揮者の小林研一郎先生の出前

授業が行われました。3 年生が参加し、小林先生と阿部真也さんによる音楽を鑑賞し

たり、お話を聴いたりして、小林先生たちの生き方

から自分のこれからの生き方や考え方について学ぶ

キャリア教育に関する学習をしました。  

最後に 3 年生からお礼として校歌の合唱をお二人

に聴いていただきました。「とても素晴らしい合唱で

すね」とお二人からお褒めの言葉もいただきました。 

8 月にメセナホールで行われる、「コバケンとその

仲間たち

オーケス

ト ラ in

須坂」では、大多数の３年生と常盤中学

校合唱団が、モーツｱルトのレクイエムよ

り「ラクリモーサ」の合唱に、一般の合

唱団の方と一緒に出演する予定です。 

【生徒の感想より】  

〇今日は、世界的に有名な小林研一郎さんとヴィオラ奏者の阿部真也さんが来てく

ださいました。お二人のお話を聴いて思ったことは、お二人とも音楽に対する気

持ちが強く、そのために必要な努力を一生懸命にされてきた方々なんだ、と思い

ました。僕たちの歌った校歌も、気持ちがこもった今までで一番いい歌になった、

と思いました。 

〇今日の５時間目に、コバケンさんと阿部さんが学校に来てくださいました。お二

人とも様々な経験をして、努力をして夢をかなえていて、すごいと思いました。

私はあまり努力をしないで、すぐにあきらめてしまうことが多いので、もう少し

頑張って努力したいと思いました。いろいろな曲を聴いて、今日は楽しかったで

す。 

〇僕はよく親に、「一流の人に会うことはとても自分のためになることだ」と言わ

れます。今まであまり楽器のことは知らなかったけど、楽器の音色やお話を聴い

て感動しました。なんとも言えないあの躍動感は忘れないと思います。音楽を聴

いて気持ちが落ち着きました。このような機会を作ってくださったいろいろな

方々に、感謝の気持ちでいっぱいです。  

〇今日のキャリア教育のお話を聴いて思ったことは、二人とも自分の好きなことに

対する必要な努力を頑張ってきた人なんだ、と思いました。今日のお話は一生覚

えているんだろう、と思いました。最後の校歌では、みんなの気持ちが一つにな

った感じがして、とても良かったです。 
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                絆コンサート 

 6 月１３日（木）絆コンサートが行われました。3 年 3 組と２年 3 組のグループ、3 年

1 組と 2 年 1 組のグループの２つのステージがありました。両グループとも、何ヶ月も前

から練習を重ね、とても美しいハーモニーの合唱を発表してくれました。とても質の高い発

表となり、聴衆を魅了する合唱が発表されました。保護者の皆様や地域の方々も発表を聴き

にきてくださり、コンサートは大いに盛り上がりました。「本校の宝」である合唱をこれか

らも大切に育んでいきたい、と感じました。 

 絆コンサートは、今後２回（７月１１日・１１月１4 日）実施の予定です。常盤祭の音楽

会同様、多くの皆様のご来校をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         北信陸上・上高井体育大会壮行会より 

 5 月 30 日(木)に北信陸上・上高井体育大会壮行会、6 月２０日（木）に県陸上・北信体

育大会壮行会が行われました。それぞれの大会の前の壮行会では、校長先生より選手へ応援

のメッセージが教頭や教務主任の先生から送られました。以下は、北信陸上、上高井中学校

体育大会壮行会でのお話です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いよいよ、北信陸上大会、上高井中学校体育大会が開催されます。皆さんはこれまで、長い間、一日一日、

苦しい練習や厳しい練習に耐えて、それを乗り越えてきました。 

 そして、大会の競技や試合の中にも、必ず、苦しい場面があります。厳しい場面があります。そんな時こ

そ、自分自身を信じて下さい。集中すること、冷静に考えること、必死で考えること、考え続けること、決

して諦めないこと。一生懸命、必死で頑張ること、一つ一つを大切に、心を込めて取り組むこと。そうやっ

て、毎日の、一つ一つの練習に取り組んできた自分自身を信じて下さい。 

 そして、仲間を信じて下さい。この仲間がいたから、苦しい時も辛い時も、どんな困難にも負けないで、

それに立ち向かって、乗り越えることができた事を信じて下さい。そして、そうやって支え合ってきた、仲

間を信じて下さい。 

 目指すのは、自分の最高記録であり、自分のベストプレーです。そして、チームのベストプレーです。 

 どんな結果になろうとも、大きな感動と大きな感謝の中で、この大会を終えることができることを、心か

ら、願っています。 

 皆さん一人一人が、常盤中学校の代表です。試合中のプレーは勿論、大会中の全ての瞬間の、応援や、試

合会場での立ち居振る舞いや、言葉づかいや、態度も、常盤中学校の代表です。常盤中学校が、どの学校よ

りも素晴らしいと言ってもらえるように、爽やかで立派な態度で、この大会に臨むことを、心から期待して

います。皆さんの健闘を、心から祈っています。 



☆☆大会結果☆☆☆☆ 

北信陸上大会(6 月 2 日) 上高井体育大会（6 月 8 日、９日) 

 ○男子バスケット【3 位】     

 ・予選リーグ【2 位】 48－60 墨坂 64ー49 相森 

・決勝トーナメント   35－68 東  

○女子バスケット      

  ・予選リーグ【3 位】   23－67 高山 23ー54 墨坂 

○男子バレー【2 位】北信大会出場     

  ・予選リーグ【2 勝】   2-0 墨坂     2-0 中野平 

  ・決勝 0-2 相森       

○女子バレー【4 位】北信大会出場     

・【2 勝 3 敗】0－2 相森 2ー1 東 2ー0 小布施 

       0ー2 墨坂 0ー2 高山 

○サッカー（上高井・中高）【2 位】  

  ・予選リーグ 常盤 2－1 高山 常盤 0－3 中野平 

小布施=常盤（合同）0―3 墨坂   小布施=常盤(合同) 0―3 相森 

・決勝リーグ 常盤 3－1 相森 常盤 8 －0 墨坂 

○陸上 北信陸上大会 県大会出場者 

 ＜男子＞千葉正佳さん 1 年走り幅跳び  4m53cm(2 位） 

     丸山 昴さん 2 年 100ｍ   12"13(3 位） 

     宮前拓海さん 共通棒高跳  2m 20 ㎝(3 位)  

○剣道（上高井・中高・飯水）    

＜男子団体＞【２位】北信大会へ    

・【3 勝１敗】5-0 城南 5-0 豊田 5-0 高社 0-5 南宮  

＜男子個人＞青木翔摩さん(2 位) 

＜女子団体＞【２位】北信大会へ 

・【１勝１敗】3－2 城北 2-3 南宮 

＜女子個人＞宮崎 桃江さん(4 位) 寺澤優月さん(5 位)  

○バトミントン（上高井・中高・飯水）東北信大会出場者     

＜男子団体＞【3 位】         

＜男子個人＞岡島亮太さん【2 位】 

 永井威雄さん【8 位】 

 ＜男子ダブルス＞小林丈琉さん・田尻惟斗さん【7 位】 

＜女子個人＞中村有結さん【3 位】 

 内山智葉さん【8 位】 

〇卓球 北信大会出場者 

＜男子シングルス＞伊藤 翼さん【ベスト 16】  



北信体育大会・東北信体育大会 等（６月２２日、２３日） 

〇男子バレー 北信中体連夏季大会  【５位】県大会出場 

 ・2－0 櫻ヶ岡 

準々決勝 0－2 東北   代表決定戦 2－0 柳町 2-0 坂城  

〇女子バレー 北信中体連夏季大会  

 ・０－２中条 

〇剣道 北信中体連夏季大会 

＜男子団体＞・【０勝３敗】予選敗退 1-2 松代 0-3 更北  0-2 柳町   

＜男子個人＞青木 翔摩さん 初戦敗退   

＜女子団体＞・【１勝１敗１分】予選２位通過 準々決勝敗退 

  1-1 篠ノ井西 4-1 更埴西 0-5 松代 

  決勝トーナメント 2-3  柳町   

＜女子個人＞宮崎 桃江さん、寺澤 優月さん 初戦敗退 

○バトミントン 東北信中体連夏季大会   

＜女子個人＞  中村有結さん【７位】県大会出場  

〇卓球 北信中体連夏季大会 

＜男子シングルス＞伊藤 翼さん ３回戦敗退 

〇水泳 北信水泳大会 県大会出場        

渡辺 龍樹さん 男子 100m 平泳ぎ 1'10"20(1 位)     

渡辺 龍樹さん 男子 200m 平泳ぎ 2'31"89(2 位)     

湯本 翔太さん 男子 1500m 自由形 18'50"17(3 位)     

湯本 翔太さん 男子 200m 自由形 2'10"68(5 位)     

鈴木 心詞さん 女子 100m 平泳ぎ 1'23"57(5 位)     

鈴木 心詞さん 女子 200m 平泳ぎ 3'08"27(6 位)     

〇柔道 北信中体連夏季大会 

〈男子個人〉柴田春希さん【３位】県大会出場 

 

PTA環境整備作業（６月 15日） 
 朝から小雨が降り、実施が心配されましたが多くの保護

者の皆様、生徒のみなさんのご協力をいただき、環境整備

作業が実施されました。おかげさまで、校内・学校周辺の

環境整備が進みました。生徒たちも、良い環境のもとで学

習に励むことができます。ご参加いただいた皆様、ありが

とうございました。 
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