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３年生の底力を見せつけた体育大会
中学校最後の体育大会、マスコット制作は８月１８日より、リーダーの
活動は８月２０日からの取組を経て当日を迎えることとなりました。マス
コット係は期限の朝までギリギリ粘って制作を続けていた団もありまし
た。どのマスコットもすばらしい出来映えとなり、体育大会を大いに華や
かなものにしてくれました。
全校生徒による練習の取組期間は、昨年度と違って天候にも恵まれ、順
調に練習を進めることができました。応援リーダーを中心に夏休みからア
イディアを練り、練習計画を立て、時には実行委員会で意見を戦わせるなどして頑張りました。さらにすばら
しいと思ったのは応援リーダーのみならず、団席の３年生が本当に上級生らしい姿で下級生をリードしたこと
でした。大きな声にこだわり、動きにこだわり、姿勢にこだわり、人を感動させる応援の姿でした。しかし、
どの団も初めから調子よく練習から本番へといったわけではなかったようです。だからこそ心に残ることがた
くさん生まれたのではないでしょうか。
当日も全校生徒が、競技に、応援に、係の活動に力を振り絞り、秋晴れの空のようにすがすがしい大会とな
りました。解団式では涙を流していた生徒も少なくありませんでした。悔いを残して応援リーダーに謝ってい
た生徒もいたようです。体育大会が終了した後も、３年生全員で団席のアングルを解体しましたが、疲れてい
るにもかかわらず、誰一人手を抜くことなく活動し、最後の最後まで３年
生の底力を見せつけてくれました。保護者の皆さまのご協力、ご声援にも
感謝申しあげます。
一つ一つの「中学校最後の」取組が終わっていきます。そして最も大切
な「進路実現」に刻一刻と近づいています。次は中間考査、合唱コンクー
ル・文化祭、現実から逃げることなく強い意志をもってこれからの毎日を
クライマックス

送ってもらいたいものです。みなさんの最 高 潮 は、まだ続きます。
（学年主任 角川

誠）

体育大会閉会式の言葉より
今日の体育大会はみなさんの全力と全力がぶつかり、一生の思い出に残るような素晴らしいものとなりま
した。この体育大会でさらに強くなった絆と団結力で今後行われる文化祭やこれからの学校生活に十分に生
かしていきましょう。そして今日まで支えてくださった先生方、熱い声援をくださった保護者、地域の皆さ
ま、本当にありがとうございました。最後に１・２年生のみなさん、私たち３年生は今回で最後の体育大会
となりましたが、スローガンにもある通り、われらの熱い絆を、この滑中の良き伝統を、来年、再来年へと
ぜひつなげていってください。

（生徒会副会長 山口 結生）
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がんばれ！駅伝選手たち
１０月４日（土）、富山県総合運動公園で行われる富山県
中学校駅伝競走大会に出場するために３年生から８人の選
手が選ばれました。毎日、朝早くから、授業後の放課後も一
生懸命練習しています。３年生のこの時期に練習・勉強の両
立は大変ではありますが、頑張ってくれることを期待してい
ます。応援よろしくお願いします。
選手 土井野輝歩さん（２組）、土田茉奈さん（２組）、大橋光太郎さん（４組）
土肥涼さん（５組）、萩野巧稀さん（５組）、石川征典さん（６組）
石場健太さん（６組）、深井竜啓さん（６組）
※ 男子スタートは１０：３０、女子スタートは１２：１５、友好レーススタートは１３：３０です。

～つなげ！我らの熱い絆

魅せろ！史上最大の滑中魂～
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せて勝ち取った競技優勝は本当に嬉しかったです。総合

を覚え、大きな声を出して頑張りました。本番では、ど

優勝という目標には届きませんでしたが、とても楽しい

の団も全力でぶつかり合い、朱雀団は見事応援優勝と取

体育大会にできて本当に良かったです。今回身につけた

り組み賞をとることができました。また、あと１１点あ

ものを次の合唱に生かしていきたいです。 （２組女子）

れば、総合優勝もとれたそうです。体育大会が終われば、
次は文化祭があります。クラスで団結して頑張っていき
たいです。

（１組男子）
今回の体育大会では私は応援団長になりました。話を聞

僕は朱雀団の３年団責任者をやらせてもらっていて、全
体練習では行進や並ぶときに団員に声をかけたり、応援
練習では団員の座っている団席の前に出て人文字を教え
たり、大きい声を出して団歌や応援の歌を歌ったりなど
していました。僕は人の前で大きな声で何かを言うのは
とても苦手だったけれど、最初の練習の時よりもしっか
り声を出すことができたのでよかったです。競技などの
ときもしっかり声を出して応援して、団員全員が全力を
出して体育大会をすることができて本当に良かったで
す。これからも自分の苦手なことも頑張りたいです。
（４組男子）

いたときから、務まるかどうかとても不安でした。夏休
み中のリーダー研から活動を始めて、理想のリーダー像
についてたくさんの事を考えている中で、自分はまだま
だ力不足だということを知りました。全体の練習が始ま
ったときには、指示がなかなか通らず、やっぱりこれだ
けの大人数をまとめるのはとても難しいのだと改めて実
感しました。それでも、リーダーの中で話合いをしたり、
リーダーの声に応えようとしてくれる人もたくさんい
て、もっと頑張らないといけないと思いました。体育大
会まで準備してきた時間はとても大変だったけど、今は、
本当に白虎の応援団長になれてよかったなと思います。
（３組女子）

中学校生活最後の体育大会は悔いの残る結果で、どうし
最後の体育大会を終えて、とても楽しかったけれど寂し
いです。今までは先輩の言われたとおりに動いていれば
よかったけれど、いよいよ私たちが引っ張っていかない
といけないんだなと実感することができました。実際に
友だちがリーダーとして立派に指示を出している姿を見
て、とてもかっこいいなとも思ったし、自分もできるこ
とを全力でやりたいなと思いました。黄鶴団は２年連続
総合優勝をとっていたのでプレッシャーもありました。
最後の最後で総合優勝をとれなかったのは悔しかったけ
れど、最後はみんな大きな声を出し、競技の部では次勝
をとれたのでよかったです。

（６組女子）

ても納得できませんでした。そう感じるのは、青龍団の
団結力とリーダーの頑張っている姿に応えることができ
なかったからです。もちろん、他の団の人たちもそうな
のかもしれませんが、競技優勝や応援優勝をリーダーに
渡してあげられなくて申し訳ない気持ちになりました。
体育大会の練習は長いようで短かったです。最初のころ
は全く頑張ろうとしませんでしたが、徐々に仲間と一つ
になる嬉しさを感じ始め、体育大会本番は頭がクラクラ
するほど大きな声をあげました。これでもうおしまいな
のは非常に残念ですが、次の２大イベントの一つ、合唱
コンクールで今度こそ笑いたいと思います。
（５組女子）

中学校生活最後の体育大会だったので一つ一つの競技を

体育大会は成功したと思います。練習の時に全員がまと

全力で行いました。特に印象に残っているのは綱引きと

まらず、「本番大丈夫かな」や「今までせっかく頑張っ

応援合戦です。綱引きで私たち３年生が一生懸命やった

てきたのに成功できなかったら…」と思って、プレッシ

ので悔いを残さず、笑顔で終えられました。応援合戦で

ャーを感じていました。でも、青龍団のほとんどの人が

は、１週間練習してきたことを全て出し切れたと思いま

最後まで諦めずに競技をしていたのがとてもうれしか

す。歌の声量、人文字の美しさ、などを意識し、団員と

ったです。仲間が頑張っているときに自分たちリーダー

リーダーとの心を一つにして頑張りました。総合優勝３

が「応援しよう！」と言ったら、団員みんなが応援を大

連覇は実現できませんでしたが、今までの努力は決して

きな声でしてくれて、とても良い団だと思いました。た

無駄ではなかったと思うし、最高の思い出になりました。

くさんの賞はもらうことが出来なかったけれど、マスコ

（１組女子）

ット賞や 900m リレーの賞をもらった時はとてもうれし
かったです。体育大会が終わった後で、青龍団で本当に
よかったと思ったし、メンバーも最高だったと思ってい
ます。最後の体育大会、最高の思い出になってよかった

今年の体育大会は中学校３年間の体育大会の中で一番だ

です。

（２組男子）

と思いました。自分たちで作った演技で行うことのでき
る応援合戦や、団が団結して行った平常応援などとても
いいものでした。今年の黄鶴団は競技次勝のみで、総合
優勝３連覇の偉業を成し遂げることはできなかったもの
の、後悔はありませんでした。みんなと協力して最高の
体育大会になって本当に嬉しかったです。家に帰ってか
ら応援合戦のビデオを見ました。黄鶴団が賞をとれない
ことに少し納得しました。規定演技は良かったものの、
自由演技の文字があまりにも分かりづらい所がいくつか
あったからです。でも、みんなとても一生懸命取り組ん
でいることがビデオからも分かったので、これで良かっ
たのだと思いました。体育大会の片づけが終わった後に、
団員の友達から「ありがとう」と言われて、僕はとても
嬉しかったし、やったかいがあったと思いました。今年

今回の体育大会は中学校生活最後であり、私は今まで以
上に力が入りました。特に応援練習の時は１・２年生に
声を出してもらうため、３年生たちで１・２年生の後ろ
から大きな声を出しました。リーダーだけでなく、まわ
りの団員も一緒になって頑張らないと良いものはつく
れないと思うし、本番だけ真面目にやるんじゃなくて、
常日頃の練習から本気にならないとだめだなと改めて
感じました。短い期間だったけれど、とても内容の濃い
体育大会になったと思います。競技中の応援と一人一人
が全力だったからとれた競技優勝と、練習の成果を発揮
したからとれた応援次勝は一生の思い出になりました。
次は団ではなく、クラスが一致団結して合唱コンクール
で W 最優秀賞を目標に頑張りたいです。 （４組女子）

の体育大会は本当に最高のものになったと僕は思いまし
た。

（３組男子）

体育大会の一番の思い出は応援合戦です。始めの方は、
なかなか声が出ていなかったり、パタパタを間違える人
が多かったり、本番に間に合うのかなと思っていました。
でも、日を重ねるごとに大きな声を出してくれる人が増
え、ミスも少なくなりました。平常応援でも、団員みん
なが大きな声を出し、すごく盛り上がりました。朱雀団
が一つになっているなと思いました。今年の朱雀団は笑
顔が絶えず、とても楽しい団で最高でした。この団で応
援優勝と取り組み賞をとれて本当に嬉しいし、とても良
い思い出になりました。朱雀団の応援リーダーになって
本当に良かったです。

（５組女子）

今年の体育大会は、今までで一番楽しい体育大会でした。
去年までは体育大会が一番嫌いな行事だったけど、今年は
あっという間に感じました。綱引きでは１位がとれまし
た。応援合戦では、３年生としてみんなを引っ張れるよう
に大きな声を出すようにしました。おかげで次勝を取るこ
とができました。そして、競技優勝も取ることができまし
た。去年は何も取ることができなかったので、とてもびっ
くりしました。でもそれは、団のみんなと力を合わせて応
援したから、とることができたのかなと思いました。もう、
体育大会は終わってしまったけれど、この体育大会で学ん
だことをこれからも生かしていきたいなと思いました。
（６組女子）

