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修学旅行スローガン

修学旅行が段々近づいてきました。みんなでどんな修学旅行にするか、昨年度末から学年委員会が中心とな
って話し合ってきました。３年間の行事（１年生高山校外学習、２年生宿泊学習・金沢班別行動、体育大会、
文化祭など）や毎日の学校生活で学んだことの集大成として、みんなで最高の思い出となる修学旅行を創りた
いという願いを強くしてきました。また、みんなで楽しい思い出を創るためにも、旅行中常にけじめのある行
動が大切だという意見も出されました。これまでの学年の合言葉である「けじめ」をスローガンに盛り込み、
４月２３日の学年総会で承認されました。また、持ち物やルールについてもほぼ決定しました。
現在、クラスでは班が決定し、３日目の京都でのタクシー班別学習のコース、新幹線やバスの座席、宿舎で
の部屋割りを決めてきました。先日の授業参観で「ヒロシマ平和学習～『原爆の子の像』と千羽鶴に込められ
た思い～」について学習したことをきっかけに、生徒たちは休み時間などを利用して、心をこめて鶴を折って
います。学年全員で被爆地ヒロシマを訪れ、平和への思いをいっそう強くしていきたいと思います。
保護者の皆様、この大型連休を利用し、修学旅行に必要な持ち物をお子様と一緒にそろえてください。また、
服装や頭髪の確認もよろしくお願いします。そして、何よりも当日までの健康管理が第一です。ご協力のほど
よろしくお願いします。

【５月の行事予定】※予定は変更になることがあります。
7 日（水） 生徒総会、５月分集金１次振替日
１０日（土） 土曜学習
１１日（日） 資源回収
１２日（月） 生徒会委員会
１４日（水）～１６日（金） 修学旅行
１５日（木） ５月分集金２次振替日
２０日（火） 中間考査日割発表
２０日（火）～２７日（火） 部活動なし
２２日（木） IT 講習会、家庭訪問１日目 西部校区
２３日（金） 交通安全指導、家庭訪問２日目 南部校区
２６日（月） 家庭訪問３日目 寺家校区
２７日（火） 家庭訪問４日目 田中校区、歯科検診
２７日（火）～２８日（水） 中間考査
３０日（金） 壮行会

【６月の主な行事予定】
4 日（水） 聴覚検査
5 日（木） 眼科検診
6 日（金） 避難訓練
１４日（土）・１５日（日） 新川地区大会
１６日（月）～１９日（木） 教育相談
３０日（月）～７月２日（水） 期末考査

１ 宿舎用のバックの荷物点検は５月１２日（月）に実施します。点検終了後、学校で保管し、
そのまま１３日（火）に、トラックにて１泊目のホテルに搬送します。
２ 集合完了時間は JR 滑川駅前６：１５です。
３ 当日は朝が早いので、車内で朝食をとってもよいことにします。ただし、食べ終えたら捨て
ることができる容器で準備をお願いします。
４ 水筒は特に必要ありません。行程の途中でペットボトルのお茶を、随時配布します。

最上級生となり、学校生活の様々な場面で組織の中心として活動することになりました。１日には１
年生も正式に入部し、新年度の部活動が本格的に動き出しました。４月・５月は修学旅行の準備と並行
して、新しい組織の活動が軌道に乗るまで慌ただしいですが、忙しさに流されず、３年生全員がそれぞ
れの活動で協力し合い、所属感と達成感を味わってもらいたいです。
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４月１０日（木）に新入生オリエンテーションがありました。各委員会の委員長、各部活動の部長を中心に
それぞれの個性を生かした委員会紹介・部活動紹介が行われました。終始和やかな雰囲気で行われ、笑い声や
歓声がたくさん聞こえました。後日、１年生から各クラスにメッセージをいただいたので、紹介します。
・ それぞれの部活にユーモアがあって面白かったです。ますます部活が楽しみになってきました。（１組男子）
・ 部活の紹介や委員会の紹介で丁寧にハキハキとしゃべっている先輩方はかっこよかったです。
（１組女子）
・ それぞれの部活にたくさんの魅力が感じられ、早く部活に入りたいな、とワクワクしています。（２組女子）
・ 部活動と委員会の紹介が見ていてとても楽しかったです。部活に早く入部して、先輩の戦力になれるよう
頑張りたいです。（３組女子）
・ 部活動紹介では、先輩方のすごさを目の前で感じることができました。こんな僕でも、先輩方のみなさん
のようになるために頑張ります。（４組男子）
・ 生徒会や部活動の紹介を見て、
「中学校ってすごいなあ」と思いました。滑中の伝統を守り、受け継ぎ、中
学校生活を頑張っていこうと思いました。（５組男子）

３年生になって、部活が終わりに近づいてきまし
た。１・２年生の時は、勉強をせず、部活のことし
か考えていませんでした。しかし、今年は受験生で
す。部活だけをやり、勉強をおろそかにして、後で
僕は３年生になって、何事にも全力で取り組もう 困るのは自分だと思います。後から後悔しないよう
と思います。２年生の時は、すぐに諦めていました。 に勉強も部活も頑張りたいと思いました。体育大会
しかし、３年生になって今年が中学校最後の年なの や合唱コンクールも最後なので、悔いの残らないよ
で、頑張ろうと思いました。今、２年生の時に出来 う、精一杯取り組みたいです。
【２組女子】
なかった掃除を一生懸命取り組み、期限に遅れない
ように提出物を出しています。また、３年生が頑張
っているから、僕たちも頑張ろうと２年生に感じて
もらえるようにしたいです。卒業まで約１年なの
で、最後まで全てのことに全力で取り組んでいこう
と思います。
【１組男子】

３年生になって

学年総会にて

３年生になって僕は、後輩の手本になれるような
行動をしたいです。あいさつをきちんとしたり、係
の活動を忘れずにしたりと、当たり前のことはもち
ろん積極的に学級の活動や最後の学校行事に参加し
たいです。また、受験生にもなるので、悔いの残ら
新入生オリエンテーションにて
ないように授業や家庭学習をしたいです。それは部
私は２年生の時、あまり勉強をしませんでした。 活も同じで、最後の地区大会に向けて練習に取り組
部活がある時は疲れて寝てしまったり、休みの日は んでいきたいです。
「せっかくだから」と思い、ついついテレビやマン
何もかも最後なので、この１年をがんばりたいで
ガを読んだりして、だらだらしてしまったので勉強 す。
【３組男子】
をしませんでした。けれど、３年生になったらもっ
と部活や行事に追われる日々が多くなると思いま
す。だから、計画的に勉強を進め、苦手ゼロを目指
します。
３年生の自分の目標は、自分に厳しくけじめがつ
けられる人になることです。今まで楽にしてきてし
まった分、精一杯頑張って進路を考え、前向きに頑
張っていきたいです。
【１組女子】
新入生オリエンテーションにて

授業参観にて

私は勉強と部活を頑張りたいです。勉強では授業
をしっかり聞く、提出物をちゃんと出すという基本
の事や、新研究を計画的に進めることや自主勉ノー
トを毎日やる、といった私にまだできていないこと
をできるようになりたいです。部活では後輩がさら
に増え、教えたり注意したりできるようにならない
といけません。そのためにはまず自分がちゃんとで
きていないといけないと思います。だから、向上心
を持って時間いっぱい練習し、家でもできることを
考えてやっていきたいです。この１年間、最高学年
としての自覚を持ち、成長できたと実感できる１年
にしたいです。
【２組女子】

３年生になって掲げた目標は「自分に厳しくする
こと」です。最上級生になったので、気を引き締め
て頑張りたいです。目標に向かって春休みから挑戦
してみると、課題が予定通り早めに終わったので良
かったと思います。計画を立てても、自分に甘くな
ると先延ばしになってしまうので、欲は出来るだけ
我慢して、終わったときの達成感を大事にしたいな
と思いました。中学校生活最後の１年を充実させて
過ごしたいです。
【３組女子】

新入生オリエンテーションにて

僕は３年生になって頑張りたいことは３つあり
ます。１つ目は勉強です。受験では自分の力を発
揮するために日頃の家庭学習や授業をがんばりた
いです。２つ目は部活です。目標の「北信越３勝」
を達成させるために、練習はもちろん自主トレも
頑張りたいです。３つ目は先輩として、あいさつ、
返事などで手本となれるように頑張りたいです。
この３つに共通することは、今までの積み重ねが
無いとできないということですが、３年間続けて
きたので自信を持って、いろんなことを頑張りた
いです。
【４組男子】

私は３年生になって、頑張りたいことが２つありま
す。１つ目は勉強です。私は今まで毎日３０分から１
時間しか勉強をせず、宿題で出されたワークなどの問
題を見ても、見たことはあるけど解けないことが多く
ありました。こんなことが３年生でも続いてしまうと
サボり癖がついて、受験勉強をほったらかしにすると
思います。だから、これからは時間があるときに勉強
をする癖をつけ、受験を安心して受けられるようにし
たいです。２つ目は、１・２年生に滑中の伝統を伝え
ることです。滑中は合唱が伝統で昼休みにもリーダー
を中心に練習をして、最高の合唱にしようという１つ
の目標に向かい、みんなで努力しています。私は滑中
のそのようなところを１・２年生に伝え、もっと滑中
が活気に満ちあふれた学校になるよう、様々な活動に
積極的に参加したいです。
【５組女子】

学年総会にて

３年生になって頑張りたいことは、授業の復習
です。去年の私は復習を全くせず、苦手を苦手の
ままにしていました。そのせいで、去年のテスト
の点数は散々な結果で終わってしまいました。だ
から、今年は去年と同じ過ちを繰り返したくはな
いので、復習をしっかりしておきたいです。また、
ワークやプリントで間違えた問題では、ただただ
答えを写すのではなく、なぜそうなったのか、と
原因を見つけて書きこむようにしたいです。そし
て、出来るようになるまで、繰り返し問題を解き、
１つずつ苦手をなくしていきたいです。以上のこ
とを１年間継続できるように頑張ります。
【４組女子】

新入生オリエンテーションにて

３年生では、「けじめをつける」ことを特に意識し
て過ごしたいと思います。２年生では休憩時間の雰囲
気をそのまま授業に持ち込んでしまい、授業がなかな
か進まなかったり授業に集中できなかったりしまし
た。だから、休憩時間と授業の区別をしっかりつけた
いです。あと、授業では積極的に手を挙げて発表した
いです。学校を１回も休まずに毎日元気に登校するこ
とも目標で、３年間、１回も休まずに学校に行きたい
と思います。部活では、市体、新川地区大会、共に１
位通過で、県体では５位には入れるようにしたいで
す。毎日の練習を全力で取り組みます。 【６組男子】

新入生オリエンテーションにて

自分が３年生になってまず最初に思った事は、
中学生になってもう２年も経ったことです。今ま
では３年生という頼もしい先輩方がいて普通に過
ごしてきましたが、今は自分が３年生で先輩はい
ません。これからは自分たちがこの滑川中学校を
引っ張っていかなければなりません。だから、１
つ１つの行動をしっかり考えないといけないと思
います。
【５組男子】

震災学習にて

授業参観にて

私は少し、２年生の気分が抜けずにいました。です
が、入学式の時、新１年生の顔を見たときに、「最高
学年として、新１年生の手本となれるようにしっかり
自覚を持たなければいけない」と思いました。最高学
年だから、先輩だからではなく、人として少しでも手
本になれるものがあるなら、私は新１年生にそんな姿
を見てもらい、手本にしてもらいたいです。自分も人
から学び、教え、さらに向上していきたいと思います。
３年生になっても、良い部分はさらに伸ばし、２年生
でできなかったことも３年生では、当たり前に出来る
ようにしたいです。
【６組女子】

