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◆私が今年がんばろうと思うこと で、勉強の質を今まで以上に上げていきたいです。
は二つあります。
ぼくは特に英語が苦手です。だから、今年は、受験
また新しい年が巡ってきた。「また」と言えることの
一つ目は、今までの自分の弱かったところを乗り越えるというこ に向けて勉強するだけではなく家庭での学習をしっ
ありがたさを感じる。それは、成長するには、こう
とです。具体的には、不正に負けない行動をとろうと思います。誰 かりとしていきたいです。
して「目標」を決めることから始まるからだ。１年
かが悪いことをしていたら注意し、誘われても断る勇気をもちたい
三つ目は、部活動です。ぼくは副キャプテンなの
後、あるいは数年後の今日、自分はどうしているのか、何を
です。今までも、自分の不正に負けてしまう性格を変えたいと思っ で、キャプテンを支え、チームを引っ張っていきた
しているのか、その姿を思い描いてみよう。美しく生きる姿
たことが何度もあったけど、行動に移せませんでした。だから、今 いです。３年生になるぼくたちにとって、どの大会
を思い描いてみよう。それが「目標」となると思う。
年こそは絶対に変えようと思います。
にも「最後」という言葉がつきます。１０月にあっ
ただ、「思い描いた姿」「目標」は軌跡として残らない。実
二つ目は、後輩のお手本となる行動をとるということです。具体 た新人戦では悔しい思いをしました。だから、一つ
行したことが軌跡として残り、自分のものとなる。人は「こ
的には、大きな声でさわやかな挨拶をすることです。昨年までは、 一つの練習を大切にして、最高のチームメイトと最
うしよう」と決意して、それを実行することによって進歩してきた。まず、心に 知っている人にしか挨拶をすることができなかったので、今年は、 高の思い出をたくさん作っていきたいです。
決めること、そして、実行だ。
学校、地域の人、出会った人全員に元気な挨拶をしようと思います。 ◆私が今年頑張り
また、それぞれが自分の目標が達成できるよう、互いに励まし合ったり、助け この二つのことを今年の目標として、これから達成できるよう精一 たいことは、二つ
合うことも重要だ。そのために、みんなが持っている良心や正義感、勇気をちょ
杯がんばります。
あります。
っとずつ出し合って、よりよい生活がすべての仲間に実現できるように願っている。
一つは、勉強で
さあ、１年がスタートした。大いなる目標に向かって、ともに歩んでいこう。
す。今年は、受験生です。
だ から、悔いの残らない
よ う、毎日少しずつ頑張
っ て、自分の夢に向かっ
て 一歩一歩前に進んでい
こうと思います。そして、
大和中学校の柱となる生徒会！
自 信をもって試験に挑め
その新生徒会の役員任命式が行われました。
るように自分なりに頑張っていこうと思います。
全校生徒が見守る中、校長先生から、生徒会
二つ目は、一日一日を大事にすることです。卒業までの
長の山本くんをはじめ、一人一人に任命書が
時間が少しずつ短くなっています。この３年生と一緒にい
手渡されました。
られるのもあと少しです。
平成２５年度は「誇響 生徒会」・・・生徒
私は、この大和中でたくさんのことを学び、たくさんの
一人一人の手作りの催しを数多く手がけまし
女子バスケ部がついに本領発揮！１／１１（土）・ ものを得ることができました。たくさんの大切な人とも出
た。
１２（日）開催の原田裕花杯で、見事に決勝に進み優 会うことができました。その人たちにありがとうと感謝の
平成２６年度の新生徒会、果たしてどんな
勝しました。また、優秀選手に２人選ばれました。
気持ちを伝えたいです。
生徒会となっていくのでしょうか。本当に楽しみなところです。
結果は以下のとおりです。
これから私は、一日一日を大事にし、毎日笑顔ですごし
また、併せて各種委員会の委員長の任命式も行われました。各委員長には、生徒会長
◆準決勝 麻里布４１－４５大和
たいと思います。残り少しの時間を大事にして、みんなと
の山本くんから任命書が手渡されました。
決 勝 周 東４２－４５大和
最高の思い出をつくり、笑顔で卒業できるようにしたいで
◆優秀選手
す。

冬休み中に、新生徒会役員、各種委員長を集めてリー
ダー研修会を行いました。
最初に校長先生から、リーダ
ーとしての心構え等について
の講話がありました。生徒た
ちは真剣な表情で聞き入って
いました。
その後、各グループに分かれて、新たな生徒会スローガンについて
の課題検討がなされました。一つ一つの意見に対して、その理由やそ
のことに対する質問（説明する力や表現する力）など、活発な意見交
換を交わし、少しずつ具体的な形ができあがっていく様は、今年の大
和中学校の新たな姿を予見させる感がありました。

３日（月）生徒集会
５日（水）公立推薦入試
研修職員会
１０日（月）～１４日（金）
教育相談週間
１１日（火）祝日：建国記念日
１４日（金）ＡＬＴ
１７日（月）ＡＬＴ
２０日（木）１・２年テスト週間、部活中
止
２４日（月）企画会
２６日（水）職員会議
２７日（木）１・２年学年末テスト①
２８日（木）１・２年学年末テスト②
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３日（月）生徒集会
６日（木）公立高校入試
７日（金）卒業式予行・準備
８日（土）第６７回卒業式
１０日（月）振替休日
１４日（金）ＡＬＴ
１７日（月）企画会
１８日（火）ＡＬＴ
１９日（水）職員会議
２１日（金）祝日：春分の日
２４日（月）仮入学
２５日（火）学年末保護者会（全体会、学年会）
２６日（水）修了式
２７日（木）年度末休業開始
３１日（月）離任式
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年も明け、ようやくお正月
気分も落ち着いてきた１月中
旬。休みの日を利用しての参
観日を実施しました。
３年生は受験を控えて熱気
のこもった教科の授業、２年
生は日本の伝統文化でもある
百人一首大会、１年生は、２
月に計画している室積中１年
生との合同合唱発表に向けて
の練習と、盛りだくさんの内
容でした。
また、全校生徒の書き初め
を、みんなで鑑賞しました。
その様子をここに紹介しま
す。

新春の参観日に合わせ
て、ＰＴＡ研修会を開きま
した。研修会①では、〈ネ
ット社会の現状〉というテ
ーマ、講師は、山口総合教
育支援センターネットアド
バイザーの岡村礼次郎様を
お迎えしての講演会でし
た。
〈保護者の方の感想〉
便利なものは、大人も子どもも使いたいのは同じであり、
そのものが「悪」ではなく、使う側の意識が大切だとよく分
かりました。”使いたいならルールを守る”を子どもとしっか
りと話し合いたいと思いました。

ＰＴＡ研修②では、山下
ウイメンズクリニックの上
級思春期保健相談士でもあ
る助産師の高杉敏子様を招
いて〈思春期の子どもに向
き合う ～性に関わって〉
と題した講演会を開きまし
た。
〈保護者の感想〉時
々は軽く話題になる
こともありますが、
詳しくは話すことはありませんでした。お互いに恥ずか
しがらずに、少し話し合ってみてもと思いました。

各種 委員 会
の委員長が、
先日行われた
委員会での活動報告を行う生
徒集会が行われました。とに
かく、全校生徒の前で発表す
ることが初めての経験で、そ
の様子は緊張感ＭＡＸ！。で
も、それも初々しくて。
ぜひ、その手腕をこれから
の活動に存分に発揮してくれ
ることを願っています。

本校入り口にある
大和給食センターの
前で、地域のみなさ
んと一緒になって、
曜日ごとに各種委員
会の１年生から３年
生 の 委 員の みんな が、 朝
の 登 校 時間 に挨拶 運動 を
している様子です。

Ｈ２５年度「誇響 生徒会」も
任期を終え、この日を迎えました。
生徒会長の○○さんをはじめ、
各執行部のメンバーが壇上に上が
り、全校生徒の前で、一人ずつ、
その振り返りを発表しました。
その後に、各種委員会の委員長
・副委員長も、活動への思いと協
力に対する思いを感謝の言葉で綴
りました。
様々な手作りの催しにチャレン
ジしてきた生徒会。戸惑いながら
も前に進んできた生徒会。小本中
との交流発表を教育フォーラムで合
唱として表現してきたこの１年。
あなたたちの存在は、１・２年生
にとって、とても大きく、とても安
心できるものでした。任期を終えた
今、それは、１・２年生が自立をす
る時。
Ｈ２６年度生徒会は、あなたたち
の思いを引き継ぎ、新たなスローガ
ンに思いを託していきます。
おつかれさまでした。
そして、本当にありがとう。

新春の光中心街を、１９０チームがその健脚を競う光市
駅伝大会。本校も陸上部長距離・短距離を交え、また、男
子バスケ部から○○くん（２年）○○くん（１年）の参入
もあり、男女それぞれ各１チームが参加をしました。当日
は絶好の駅伝日和で、選手たちは元気よくタスキをつない
で走り抜きました。男女
と も １ 区 で は 区 間 ３ 位 〈その結果を紹介します〉
で、先頭をうかがう好位 ◆中学男子の部 第４位
置につけ、最後まで粘り ◆中学女子の部 第６位
の走りをしました。
◆区間賞 男子３区 ○○○○
※来年はおもしろくしますよ！
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第６回中国中学生新人選抜柔道
大会の県選抜チームに１年生の○
○○○さんが選抜されました。大
会は、予選が２月８日（土）
会は、予選が２月８日（土）、決勝
が２月９日（日）に岩国市総合体
育館で行われます。
育館で行われます。県代表として、
県代表として、
また、今後を見据えて、いい経験
をしてきてください。
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