
 

 

 
〈生徒のみなさんへ〉 
みなさんが毎月作っている今月の一句。６月の一句には「あっという間に６月」「あと数か月」「限ら

れた時間」そんな言葉が多く使われていますね。今月のお題は「努力」でした。自分がどんなふうに過
ごしてきたのか，そしてこれからをどんなふうに過ごしていくのかをじっくりと考え，時間の大切さを
実感しながら，「今」の思いを表現しているのがよく分かります。 
３年間の学校生活のうち２年間は新型コロナウィルス感染症によって日常が変わってしまいました。

それでも一日一日を大切に今日まで過ごしてきました。学級での生活はもちろん，部活動で過ごした時
間もとても大きなものだったことでしょう。市内総体を最後に引退した人，さらに次のステージへ進む
人。それぞれの思いは異なります。でも，勝者にも敗者にも共通していえるのは「得るものがあった」
ということです。勝者は，大きな自信とプライド，そして「勝ち方」を。敗者は「自分に何が足りなか
ったか」を考え，改善点を見出し，大きな目標をもってチャレンジする気持ちを。それぞれが得たもの
は，これからの自分を大きく成長させてくれるものです。これまでの自分があるから今の自分があっ
て，今の自分がこれからの自分をつくるのです。英語の授業で考えた，「現在完了形・現在完了進行
形」をみなさん自身が表現しているようですね。 
 
〈保護者のみなさまへ〉 
７月には授業参観が予定されています。昨年度の１年間で大きく成長した生徒たちの姿を学校内にお

いて，やっとお見せできることがとても嬉しいです。教室や廊下の掲示物や生徒一人一人の作品からも
これまでの学習の様子やその成果を実感していただけると思います。まだまだ，コロナ禍において予断
を許さない状況ですので感染対策を徹底していただき，どうぞ授業参観をお楽しみください。 

 
                        
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下根中学校第３学年通信                            ２０２１．６．２９ 

Blossom              

７月の予定 
 
１日（木）県南総体 

     （男女テニス，男女卓球，剣道女子） 
５日（月）～９日（金）地区別授業参観日   

１３日（火）実力テスト 
１５日（木）進路講演会（生徒のみ） 
１６日（金）体育祭結団式 
２０日（火）夏季休業前集会（放送） 
２１日（水）～８月２７日（金）夏季休業日 
２１日（水），２６日（月）２７日（火），２８日（水），２９日（木） 

                    三者面談 
（土日曜祭日を除く） 

     
 

 

 

 

 

 

 

私立高校の説明会・体験会の申込みについて 

 
私立高校は各高校のホームページより各自で

申込みをしてください。高校ごとに専用の申込
みフォームがあります。申込みをするためには，
miraicompass 等の登録が必要になる学校もあ
ります。出願の際にも必要となるものですので，
その際には登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変わらず，３年生の毎朝のルーティーン。

とても美しい昇降口をつくっています。 

校長先生との語らいも楽しいひと時です。 



 
 

 
 
 
 
 今回は，福祉委員会委員長，環境委員会委員長の作文を掲載します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

演劇部部長  「部活動を引退するみなさんへ」 

運動部のみなさん総体お疲れ様でした。県南大会に進むことができず，引退となったみなさんは今，どん
なことを考えていますか。私たちはこれまでみなさんが総体に向け，ずっと練習に励んできた姿を見てき
ました。1 つの目標に向かい，仲間と協力する姿はかっこ良かったです。いつも共に頑張り，互いに高め合
ってきたチームメイトや親身になって励ましてくれた顧問の先生への感謝の気持ちはとても大きいと思い
ます。 
私たちは他の学校との勝負というものはありません。しかし，私たちには配役を決めるための部内オー

ディションという「勝負」の場があります。毎日毎日練習し，時には苦しくてくじけそうになることもあり
ますが，みんなが同じ目標に向かって頑張っています。ですが，私たちも負けてしまう悔しさはちゃんと理
解できます。「負ける」というだけでも悔しいのに，さらに「引退」というのはさびしくて仕方ないと思い
ます。でも，今まで仲間と力を合わせ努力してきた経験はこれからずっとみなさんの支えになるはずです。
これからも何事にも頑張ってほしいです。 
引退するみなさんにこの言葉を送ります。ある映画のセリフです。 

 
「人生は一度きりだ。 生まれるにしろ，消えるにしろ，たった一度しかない人生だ。生ま 
れ変わったり，はじめから生き直したりすることはできないのだぞ 」〈Good Bye My・・・〉 
 

SDGｓ（持続可能な開発目標）から学んでいます 

私の委員会と SDGｓ 
～（ある記事や言葉から）委員長として考え，できること～ 

 

福祉委員会委員長  

★気になったことば・記事★ 
医療や介護など福祉が充実している国や地域はそれほど多くなく，多くの人々が医療機関にかかれ

ないことで命を落としている。 
 私は福祉委員会委員長として，このような問題について真剣に考え，どんなことにでも自分の意見を発信
することが大切だと考えます。SDGｓについて，生徒同士や地域の方々と一緒に様々な意見交換をし，たく
さんの考えを知り，自分の考えを深めていきたいです。また，そうすることで今まで目を向けることがなか
ったことに目を向けるようになり，また新しい課題を発見することができるからです。 
上の記事にあるように，日本でも都市部と農村部では病院や診療所を設置できる場所に大きな差があるよ

うです。すべての人が適切な医療を受けるためにはどんなことができるかも考えてもらいたいと思います。
このことから委員長としてできたらいいなと思うことは，世界中の貧しい国々について知り，説明する活動
をやってみたいです。それを取り入れることで，新たな発見ができ，そこから未来につながる新しい何か
を見つけ，自分たちでできることを発見できると思います。 

環境委員会委員長  

★気になったことば・記事★ 
「未来を見る目を失い，現実に先んずる術を忘れた人間の行き着く先は，自然の破壊だ。」 
                           アルベルト・ショバイツァー  

 今，世界で様々な開発が進められています。しかし，そのために森林を伐採し，発電のために化石燃料を
使い，二酸化炭素が排出され，地球温暖化がますます深刻化しています。つまり，自然や地球の破壊です。
それを止めるために私たちができることは，まず SDGs を一人一人が意識することです。例えば，簡単にで
きることとしては節電です。少しずつでも節電をすることで多くの電力の使用を抑えることができます。電
力の使用を抑えることで，化石燃料を使う量を少なくできます。そして，無駄に二酸化炭素を排出しなくて
よいことになります。このように自分にもできる小さなことを大切にしていくことで地球の未来を変えるこ
とができると思います。環境委員の委員長として提案したいことは，「移動教室の時には必ず教室の電気を切
る」「他の教室がつけっぱなしだったら，積極的に切る」です。みんなで心がけていきましょう。 

演劇部，吹奏楽部，科学部，美術部の各部長から 
「運動部を引退するみなさんへ，県南大会に進むみなさんへ」  



美術部部長  「部活動を引退するみなさんへ」 

今までの努力が実って県南に進めた人もいますが，たくさん努力をしたのに 
県南に進めなかったことは本当に残念です。みなさんの中には，もしかしたら 
こんなことを考えている人もいるかもしれません。それは「今までたくさん努 
力したのになんで」「あの人は県南大会に進めたのに，なんで自分は行けなかっ 
たんだろう。」・・・ 
そんな気持ちになることは美術部でもあります。今年度美術部の活動の中で, 

展覧会に出展することになり作品を制作する場面がありました。作品を作る上 
でどのような構図，色を使ったらよりよい作品を作り上げられるのか悩みに悩 
んだ日もありました。私は文化部として運動部のみなさんのことを見てきまし 
た。体力づくりのために休みの日も部活動に専念する姿を見て，とても尊敬し 
ていました。これからはその悔しさをばねに進んでいってください。今の気持 
ちを忘れず，自分をどんどん成長させていってください。私たちは今年最高学 
年でもあり，受験生でもあります。様々な面で全力を尽くし，最高の自分 
を描いていきましょう。気持ちを込めてイラストを描きました。 

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
吹奏楽部部長  「県南大会に進む部活動のみなさんへ」 
 
県南大会出場おめでとうございます。運動部のみなさんの頑張りは音楽室からいつも見ていました。部

活動の時間になると大きな掛け声が聞こえてきました。外を見れば走っているかっこいい姿が見えまし
た。そんなみなさんに私たちはいつも励まされていました。 
今までの努力が実り県南大会に出場することができた時は，とてもうれしかったことでしょう。大会で
は，これまで一緒にやってきた仲間や後輩，顧問の先生への恩返しの意味も込めて良い結果になるように
頑張ってきてください。そして県南大会に進むことができず引退をした人たちの思いも忘れないでくださ
い。最後に「3 年間やってきて良かった」と思えるような戦いをしてきてください。吹奏楽部はこれから
コンクールがあります。運動部のみなさんが努力をして県南出場を決めたように，私たちもこれからの１
か月間，一生懸命練習をし，最高の演奏を完成させます。みなさん，今まで自分がしてきたことを信じて
自己ベストを出してきてください。 
みなさんが強気になれる一曲を紹介します。 
 
“Try Everything” 
「あきらめないでいこう，どんなことがあったとしても」というフレーズがあります。私たちは
この曲が大好きです。市総体前に４階のベランダで演奏させていただきましたね (^^♪ 
 
 
科学部部長   「県南大会に進む部活動のみなさんへ」 
全力で練習に取り組む運動部のみなさんの姿を「すごくかっこいいな。」というふうに見ていました。

県南大会に進めた時は本当に嬉しかったと思います。今までの辛く厳しい練習を一生懸命頑張ってきたこ
とが実を結んだのだと思います。そして，仲間がいたからこそお互いに良いところを褒めあったり，改善
点を見つけアドバイスしたりできたのでしょう。そして，失敗した時，辛い時，互いに励まし合ってきた
ことで，今まで部活動を続けてこられたのだと思います。また，顧問の先生から様々なことを教えていた
だいたと思います。様々なかたちで影から支えてくださった顧問の先生への感謝の気持ちを忘れないでく
ださい。いよいよ県南大会です。悔しかったこと，辛かったこと，そしてうれしかったこと，1 つ 1 つの
ことを心に刻んで成長してきたみなさんならきっと良い結果を出せると思います。頑張ってきてくださ
い。 
 
「日々の積み重ね，小さな小さな達成感の積み重ねが，やがて大きな達成へと変わる。 
大きな達成は，その小さな小さな達成の積み重ねの通過点でしかない。大きな一歩を踏み
出すのはかっこよく見えるかもしれない。でも，小さな小さな一歩の積み重ねで得られる
達成にかなうものはない。」  

       地球物理学者の竹内 均さん 



 地区別【授業参観 WEEK の時間割と授業場所】 

 

 
２校時  ９：４０～１０：３０ 
３校時 １０：４０～１１：３０ 
４校時 １１：４０～１２：３０ 
給食・昼休み 公開はありません 
５校時 １３：４０～１４：３０ただし，木曜日１３：３０～１４：２０ 
 
・感染症予防対策のため，地区別の授業参観になります。指定の日時に徒歩か自転車でご来校くださ 
い。自転車は駐車場に置いてください。（6/7（月）マチコミ配信済） 

・各家庭保護者１名の参観でお願いします。 
・お子様の学級のみの参観とさせていただきます。 
・当日はマスク，名札の着用をお願いします。 
・検温表の提出をお願いします。（昇降口に設置されている箱に投入してください。） 
・入口は本校舎の昇降口のみとなります。（３年生の昇降口は利用できません。） 
・授業参観において，写真や動画の撮影は禁止とさせていただきます。 
 
 
 
 

7/5（月） 7/6（火） 7/7（水） （木）の予定

1組 2組 3組 4組 5組 6組 そうだん ふれあい 1組 2組 3組 4組 5組 6組 そうだん ふれあい 1組 2組 3組 4組 5組 6組 そうだん ふれあい

1 技術 数学 数学 国語 保体 保体 保体 技術 1 学活 英語 国語 社会 理科 英語 理科 学活 1 道徳 道徳 道徳 理科 道徳 道徳 道徳 道徳

2 保体 保体 理科 理科 英語 数学 英語 保体 2 英語 理科 保体 保体 国語 技術 数学 英語 2 社会 国語 美術 社会 数学 理科 英語 社会

3 音楽 英語 技術 数学 国語 英語 国語 音楽 3 社会 国語 理科 理科 数学 社会 英語 社会 3 保体 保体 数学 美術 英語 数学
自立
活動 保体

4 英語 社会 社会 技術 数学 国語
自立
活動

作業
学習 4 数学 技術 数学 英語 英語 音楽 国語 数学 4 英語 数学 保体 保体 国語 社会 数学 英語

5 数学 理科 英語 英語 理科 社会 理科 数学 5 理科 数学 社会 学活 社会 美術 社会 理科 5 数学 社会 理科 音楽 技術 英語 技術
生活
単元

6 6 国語 社会 学活 数学 美術 理科 美術 国語 6 理科 音楽 英語 理科 社会 国語 社会 理科

7/8（木） 7/9（金）

1組 2組 3組 4組 5組 6組 そうだん ふれあい 1組 2組 3組 4組 5組 6組 そうだん ふれあい

1 美術 理科 英語 数学 学活 理科 学活 美術 1 理科 美術 数学 社会 保体 保体 保体 理科

2 理科 数学 社会 国語 英語 英語 英語 理科 2 国語 英語 社会 英語 音楽 理科 音楽 国語

3 数学 国語 保体 保体 社会 数学 社会 数学 3 英語 学活 国語 数学 社会 数学 社会 英語

4 保体 保体 音楽 理科 数学 学活 数学 保体 4 社会 理科 英語 国語 理科 社会 理科 社会

5 社会 社会 国語 英語 理科 国語 理科 社会 5 総　合

6 国語 英語 理科 社会 保体 保体 体育 国語 6 総　合

＊教室について

・保体は体育館です。

・美術は美術室です。

・音楽は音楽室です。

・技術は木工室です。

・理科は当日，昇降口及び各教室前

に案内いたします。

・それ以外は各教室です。



 
 
 
 
 


