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最高学年として頑張っています！！ 
 

１組担任 赤松 佑亮 

 

 初夏を感じさせる季節になりました。３年生としての生活がスタートして 1か月が経とうとしていま

す。生徒は新しいクラスにも慣れ、新たな仲間と仲良く元気に過ごす姿が見られるようになってきまし

た。先日は、授業参観やＰＴＡ総会に多くの方に参加していただきました。また、家庭訪問では、短時

間でしたが、保護者の方からお子さんの家庭での様子など、貴重なお話をいただきました。ありがとう

ございました。 

 さて、この１か月の間に最高学年として生徒たちが頑張る姿を随所に見ることができました。例えば、

新入生歓迎会では、生徒会が司会進行を務め、学校紹介や部活動紹介などを行いました。どの紹介も趣

向を凝らし、1年生に全力で伝える姿を見ることができました。また、21日、22日に行われた知立市選

手権大会では、多くの部活動が優勝・準優勝に輝きました。日頃の練習の様子を見ていると多くの生徒

が一生懸命に練習に取り組む姿を見ることができ、その成果が結果として現れていると思いました。 

 クラスでは、授業が本格的に始まり、「ひろみ」の日記を読んでいると、「最高学年として授業や行事

などに頑張って取り組んでいきたい」「今年は授業中挙手をして発言することを頑張りたい」など、今年

1年にかける思いがたくさん書いてありました。新たな先生たちとも出会い、生徒たちも心新たに頑張ろ

うとしている様子が伝わってきました。また、各クラスで学級目標を考え始めています。「中学校生活最

後の 1年なので、最高の思い出に残る 1年にしたい」「みんなで笑顔で過ごしたい」などの意見がたくさ

ん出て、その思いを教師と生徒が共有することができました。みんなの思いのこもった学級目標を決め

られるよう、級長を中心に進めていきたいと思います。 

 このように生徒たちは最高学年として自覚をもったスタートを切ることができています。これから修

学旅行や体育大会などの行事や普段の授業などで頑張っている姿や知立中学校の顔として活躍する姿が

見られるよう、生徒たちを精一杯支援していきます。今後もご協力の程よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の皆様へ 

★５月集金の銀行口座振替日は、５月１５日（火）です。１４日（月）までに、銀行口座の残高確認をして

ください。よろしくお願いいたします。 

国語部からのお知らせ 

★昨年度まで、本校を会場として実施しておりました日本漢字能力検定は、今年度以

降は実施しないことに決定いたしました。個人での受検は、日本漢字能力検定協会

のホームページからの申し込みが可能ですので、受検を希望される場合はそちらか

らの申し込みをよろしくお願いいたします。ご理解・ご了承をお願いいたします。  

 



(敬称略しました) 

                

月 火 水 木 金 土 日 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 １・２限 

体力テスト 

体力テスト 

予備日 

 

憲法記念日 

 

みどりの日 

 

こどもの日 

 

 ○部○ ○部○ ※ ※ ※ ※ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

全校集会   歯科検診① 

１～３組 

下校 15:15 

内科検診① 

４～６組 

 知立市歩け歩

け運動 

○部× ○部○ ○部○ ○部× ○部○ ○部○ ○部× 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

 5 月集金 

銀行口座振替日 

 歯科検診② 

４～６組 

   

○部× ○部○ ○部○ ○部× ○部○ ○部○ ○部× 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

 内科検診② 

１～３組 

修学旅行事前指導 

４時間授業 

下校 13:35 

修学旅行 

★１日目★ 

修学旅行 

★２日目★ 

修学旅行 

★３日目★ 

 

○部× ○部○ ○部× ○部× ○部× ○部× ○部× 

２８ ２９ ３０ ３１    

学年振替休業日 尿一次検査     
 

○部× ○部○ ○部○ ○部×    

 

 

☆前期学級役員☆ 

      級長 運営委員 

 男子 女子 男子 女子 

１組 秋田 凌輔 稲垣 志花 岡田 壮真 新海 弘一朗 久米 麻友 白﨑 乃愛 

２組 三岡 銀河 三輪 あかり 粕谷 圭太郎 田上 真海 川瀨 愛乃 内藤 琴葉 

３組 塚本 大翔 髙桑 里々佳 永坂 楓汰 正木 琉翔 野々山 空見 餘助 佳音 

４組 稲垣 佑真 金沢 杏奈 杉原 元誠 都 勘太 井上 明里 鶴澤 柚依 

５組 堀江 竜矢 宮里 星七 川上 健 満永 大翔 川畑 梨緒 山本 怜奈 

６組 神谷 颯人 津﨑 美楓由 小川 陽向 鈴木 匠音 加藤 莉夏 後藤 まりな 

６月の主な予定 

４日（月）前期中間テスト発表 ２２日（金）学力テスト 

１１日（月）前期中間テスト（～１２日） ２５日（月）学校公開週間（～５月２９日） 

１2 日（火）委員会 ３０日（土）知立市選手権大会（水泳） 

５月の予定 

※ゴールデンウィーク中の部活動について

は、各部活動の予定に従ってください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★３本柱・・・レベルアップ・応援・考動(こうどう) を達成し、みんなで成長していこう！ 

★級長の思い・・・自ら考えて行動し、どんなことにも挑戦して、学年全員で最高の学年にしたい！ 

僕は、楽しいクラスにしたいと思います。中学校最

後の１年なので、思い出に残るような楽しいクラスに

したいです。そのために、僕は仲間意識が高まるよう

にクラスを盛り上げていきたいです。 

１組 秋田凌輔さん 

 

私は、楽しく、明るい学年・学級を創っていきたい

です。３年生ということで、行事も全て最後になりま

す。その一つ一つを大切にし、悔いなく終われるよう

にしたいです。呼びかけなども頑張っていきます。半

年間よろしくお願いします。  １組 稲垣志花さん 

僕は「みんなで創る学級・学年」を目指したいです。

一人一人が、それぞれの個性を惜しみなく出せる環

境、出し切れる雰囲気を作り、みんなが自主性をもっ

て考え、行動できる学級・学年にしていきたいと思っ

ています。          ２組 三岡銀河さん 

 

私はこの学年を思い出に残るような楽しい学年に

していきたいです。行事などが盛り上がれば思い出に

残ると思うので、積極的に行事を盛り上げていきたい

です。半年間頑張ります。よろしくお願いします。 

 ２組 三輪あかりさん 

僕は、この学年を、学年のみんなで一つになって創

っていきたいです。そのために、これまでの２年間で

積み重ねてきたものを活かして、自分から積極的に声

をかけていきます。学年・学級のために全力で一生懸

命頑張ります。よろしくお願いします。 

５組 堀江竜矢さん 

 

私は、５組での１年間を、中学３年間の中で一番楽

しかった、このクラスでよかったと思えるような１年

にしていきたいです。行事ではみんなで盛り上がり、

昨年の課題だった「けじめ」を大事にしていきたいで

す。全力で頑張るので、よろしくお願いします。 

５組 宮里星七さん 

 今年は中学校生活最後の大切な１年です。僕は、ク

ラスのみんなが「このクラスでよかったな。」と思え

るようなクラスを創っていきたいです。そのために

は、級長として、クラスを良い方向に動かしていきた

いです。           ６組 神谷颯人さん 

 

 私は、６組をすべてのことに全力を尽くせるクラス

にしたいです。受験も、行事も、遊びも、全力でなけ

れば後悔することになると思います。だから、私はク

ラスの先頭に立ち、みんなを引っぱっていけるような

存在になりたいです。      

６組 津﨑美楓由さん 

 僕は、前期級長会長として、学年のみんなが行事な

どで全力になれるようにしたいです。最高学年なので

他学年の手本にならないといけないと思います。だか

ら、まずは自分から大きな声を出して学年を引っぱっ

ていきたいです。       ３組 塚本大翔さん 

 

私は、盛り上がるときは思いっきり盛り上がって、

行事を全力で取り組めるクラスにしたいと思ってい

ます。そのために、行事のときは自分から率先して声

を出し、頑張っている人を応援したいです。半年間よ

ろしくお願いします。    ３組 髙桑里々佳さん 

 僕は、このクラスを「全員が楽しめるクラス」にし

たいです。誰か一人でも不満があり、つまらないなど

といったことがないクラスにしたいです。そのために

は自分からいろんな人と話してクラス全体、全員が仲

のよいクラスを創っていきたいです。       

４組 稲垣佑真さん 

 

私は、クラスを授業と放課などを楽しむときは楽し

み、やるときはやるというメリハリのある集団にして

いきたいです。そのためには、自分から声をかけ発信

して、楽しいクラスにしていきたいです。半年間よろ

しくお願いします。      ４組 金沢杏奈さん 

 



(敬称略しました) 

４月２１日（土）、２２日（日）に知立市の各会場で選手権大会が行われました。今年度の開催が最後となります。

日ごろの練習の成果を発揮し、記憶に残るすばらしい結果を残すことができました。 

団体 個人   （３年生分） 

 

 

優勝 

サッカー部    

ソフトボール部 

男子ソフトテニス部 

女子ソフトテニス部 

男子卓球部 

女子卓球部 

女子剣道部    

男子陸上部 

優

勝 

陸上    長尾 侑生斗（400m）   杉浦 晴人（800m）,（1500m） 

          荒木 陸（3000m）      鏡味 健太郎（110mH） 

          市川 翔太（走高跳）  片岡 紗羽（砲丸投） 

男子ソフトテニス   澤田シェリヤールアリ & 尾﨑 勇吾ペア 

女子ソフトテニス   橋本 侑奈 ペア 

男女卓球       広岡 杏一     水野 日菜子 

女子剣道       三輪 あかり 

 

 

準

優

勝 

女子ソフトテニス   野々山 空見 & 横地 来美ペア 

男女卓球       吉田 朝陽     山本 絢音 

陸上    長尾 侑生斗（800m）  市川 翔太（110mH） 

         都 勘太（走幅跳）   片岡 紗羽（4×100mR） 

         都 勘太・鏡味 健太郎・長尾 侑生斗（4×100mR） 

 

 

準優勝 

男子バスケットボール部 

女子バスケットボール部  

男子バレーボール部 

女子ハンドボール部 ３

位 

男女卓球   加福 優成   角谷 直彦   加藤 美彩咲 

女子剣道   守口 穂波 

陸上      都 勘太（100m）   荒木 陸（1500m） 

 

 

 

 

 

  

   

☆知立市選手権大会☆ 


