
この 1学期のみなさんの活躍には目を見張るものがありました。例えば、「市総体」での軟式野

球部、女子ソフトテニス部の優勝や水泳部の総合準優勝などなど…、多くの団体や個人の県大会出

場は立派でした。また、修学旅行、集団宿泊活動での爽やかな行動など、実に素晴らしい活動を皆

さんは展開してくれました。地域の方々も大変喜んでおられます。後は、お勉強ですね。 

「学力向上」の基となるものとして、「文章や情報を正確に読み解く力」「対話する力」が大変

重要です。そのためにも、夏休みは、スマホを使う時間を自分で制限して、本を読んでほしいと思

います。先日、図書館支援員さんや本校の先生方に選んでいただいた「道中生に読ませたい本 50

冊」が用意できました。ぜひ、この 50冊の中から自分に合った 1冊を見つけて、読書に積極的に

挑戦をする、そんな夏休みにしていただきたいと思います。 

さて、西日本豪雨災害から約一年が経過しました。少しずつですが、確実に復旧、復興が進んで

います。なかでも、頑張っている小学生や中学生、高校生の様子の報道に接すると、私は、拍手を

送りたくなります。皆さんは、親の在ること、家の在ること、学校の在ることに感謝しなければな

りません。当たり前の生活が送れるということに感謝しなければなりません。そして、自分のやれ

ること、やらなければならないことに謙虚に取り組む姿勢をもたなければなりません。被災地の中

学生を想う夏休みにもしていただきたいと思います。 

 

１学期を振り返って 

           １年４組 森 さと 

入学式から３か月、現在に至るまでを振り返って、印象に残ったことを２つ紹介します。 

１つ目は、学校生活についてです。私は、評議員でした。評議員として、クラスをまとめるため

に、積極的に呼びかけをしました。また、常に明るい気持ちでいることを心がけ、たくさんの人と

笑顔でコミュニケーションをとっていきました。しかし、６月下旬になってくると、少し気持ちの

みだれが出てきて、時々呼びかけのタイミングが遅れてしまうことがありました。２学期からは、

このようなことがないように、違う委員会でも全力を尽くして頑張りたいと思います。 

２つ目は、学習についてです。授業ではあとから見ても、わかりやすいノート作りを心がけまし

た。そのために、ノートをゆったりととり、分かりにくいところは、図をかきました。家庭学習

は、勉強以外のことも一緒にすることが多かったため、あまり遊んですることができませんでし

た。 

夏休みには、朝の時間を活用して、１学期の復習をしっかりしたいと思います。 

９月からは中学生初めての２学期がスタートします。２学期には、様々な行事があり、大変なこ

とも、多いと思います。でも、私は、「努力はうらぎらない」という言葉を大切にしています。ど

んなに高い壁でも、小さな積み重ねによって、乗り越えられると思うからです。普段の小さな出来

事も大切にして、何事にも一生懸命取り組んで、前を向いてクラスの仲間と共にがんばっていきた

いと思います。 

 
 

     
 

   
 
 

 
今日で第１学期も終わり、いよいよ夏休みが始まります。生徒のみなさんは、この「夏休み」

を楽しく充実したものになるよう、計画を立て、目標をもって、規則正しい生活をしてほしい

と思います。保護者の皆様におかれましては、１学期の間、本校の教育活動に御理解と御支援

をいただき、心より感謝申し上げます。個別懇談会で配布した「夏休みの生活のお願い」等を

参考にしていただき、お子様たちが有意義な夏休みを過ごせるよう見守っていただければと思

います。                         (今号は 4 ページ構成です) 
 
 

１ 第１学期終業式校長式辞（一部抜粋しています） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
２ 第 1 学期の振り返りと夏休みの抱負（一部抜粋しています） 
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１学期の反省と夏休みの抱負 

                            ２年３組 水田 由侑 

僕は、１学期の間に、特に２つのことに挑戦しました。１つ目は、授業との向き合い方です。１年生

のころの取組は中途半端だったので、２年では一時間一時間の授業に集中し、積極的に挙手するように

努めました。特に、苦手の国語と理科では、間違えてもくじけず、何度も発言するなど、粘り強く取り

組めたと思います。この１学期で、集中力を高め、提出物も確実に出し、当たり前のことが当たり前に

できるようになりました。そして、そのおかげで、今の自分に足らない物もはっきり自覚できるように

なり、来学期への課題を見つめることもできました。 

２つ目は、テスト対策の改善です。今までは、だらだらと時間だけかけて、結局は集中できないとい

う学習法でした。そこで、今回は、時間を決め、タイマーをセットして勉強するという方法を取り入

れ、短時間学習を積み重ね、集中できるようにしました。その結果、時間の使い方にもメリハリが出

て、自分を変えることにつながったと思います。 

この１学期は、僕にとって挑戦の学期でした。学習面だけでなく、委員会活動などの生活面でも、自

分の力を発揮しようと頑張りました。うまくいかないこともありましたが、それを一つ一つ、考えて工

夫して乗り越えることで、自信を持つこともできました。 

明日から始まる夏休みは、まず、期末テストで課題の残った英語と国語を重点的に勉強する機会にし

ようと思います。また、職場体験学習で、働く事の意義や厳しさを体験して、更に一歩大人に近づける

ように、自分の内面を磨きたいと思います。 

中学生活もちょうど半分。いつまでも子ども気分で甘えていてはいけません。来年の自分を見据え、

今、出来る最大限の努力を積み上げる有意義な夏休みを目指します。 

 

１学期の反省と夏休み・２学期の抱負 

                  ３年２組 中川 実栄 

楽しかった修学旅行からスタートした１学期も終わり、いよいよ明日から夏休みがスタートします。

そこで、私は、１学期の反省を元に夏休みと２学期の目標を立ててみました。 

まず、学習についてです。私は、家庭で学習をするときに、「やるときはやる」というメリハリがつ

かず、時間ばかり過ごして肝心の内容が薄くなるということがよくありました。夏休みは、もっと時間

を自由に使えます。だから、余計にだらだらしないように、学習の計画と時間を決め、集中して取り組

みたいです。また、この機会に１・２年生の復習をし、２学期に備えたいと思います。 

次は、部活動についてです。私たちの入学とともに久しぶりに復活したバレーボール部は、３年生と

して初の総体で強豪の垣生中学校と対戦しました。結果は負けでしたが、相手が慌てるくらい攻め込む

ことができたこと、今までで一番良いプレーができたことには悔いがありません。これからは気持ちを

切り換え、駅伝チームでの活動や受検を見すえた勉強をしていきたいと思います。そして、部活動で学

んだことを今後の学校生活にたくさん生かしたいです。 

２学期には、３年生にとって最後の体育大会や道中祭があります。先日、ブロック結団式がありまし

たが、私は副ブロック長を務めることになりました。この夏休みに、仲間としっかり計画を練り、九月

に入ったら１・２年生を引っ張っていきたいと思います。そして、忘れられない素晴らしい思い出にで

きるよう、精一杯楽しみたいと思います。 

また、夏休み中には高校体験入学もあります。実際に高校に足を運んで雰囲気を味わい、自分の目標

を定めていこうと思います。 

 夢のある人は希望がある     行動のある人は実績がある 

 希望のある人は目標がある    実績のある人は反省がある 

 目標のある人は計画がある    反省のある人は進歩がある 

 計画のある人は行動がある    進歩のある人は夢がある  「夢八訓」と言うそうです。 

私も、自分自身の夢が叶うよう、きちんと計画を立て、充実した夏休みにしたいと思います。  

 

９月２日（月）の予定 登校は通常どおり。給食なし 

① 始業式・壮行会等 

② テスト 

③ テスト 

④ 学級活動 

 

【持ってくるもの】(担任に確認のこと) 

通信簿･上靴･ハーフパンツ・ぞうきん２枚・にぎた
つ・筆記用具・夏休みの課題・夏休みのしおり等 
※ 身だしなみを整えてきましょう。 

 

９月３日(火) 給食開始 

市新人大会（水泳）6 時間授業 

９月４日(水) 

３年実力テスト・１･２年

診断テスト、あとは授業 



３ 地区別懇談会の報告  
 ７月１日（月）１９時から本校体育館にて、町内会長、自治会長、民生児童委員や保護司等
の地域の方々36 名と保護者 67 名の参加を得て開催いたしました。大幅な天候悪化が心配され
たため、やや駆け足の進行となりました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
各地域から寄せていただいた情報は、以下の通りです。 

 
【夏祭りの情報】 
○盆踊り大会 ７／２１（日）１８時～２０時 祝谷公民館 
○夏越 ７月末 １７時～１９時 松山神社 
○８／１・２道後村まつり 1 日目：１２時～２１時 2 日目：１２時～２０時 
○夏祭り ８／１６ １８：３０～ 石手 2 丁目公園  
【登下校についての情報】 
○松山神社前で、下校中、立ち話をしていることがある。 
○下校時に、にぎたつ庵の南側の東西の道路は通らないようにしてほしい。 
○奥島病院裏側辺りで、下校状態が悪い。 
【子どもたちについての情報】 
○松山神社の階段辺りで、夜遊びしている。 
○石手のファミリーマートに、よく子どもたちがたまっている。 
【危険個所の情報】 
○道後プリンスホテル前の点滅信号は危険。十分気を付けてほしい。 
○新石手から石手（辻田歯科の辺り） 自転車が止まらず危険。 
○岩堰（赤橋）での飛び込み。今はあまり見かけないが、注意必要。  
○お好み焼き「おが」の所、ガードレールが撤去された。 
危険な箇所なので登下校に十分気をつけてほしい。 

○スーパーABC の東側の南北の道路は、交通量が多いので気をつけてほしい。 
【その他の情報】 
○薬物等入手しやすい環境にあるので危機感をもってください。 
○危険な場所等については、個人で直接、市に申請し、承認されれば改善して 
くれるので言いましょう。 
○民泊できる家がある、不審者ではないけれど、気をつける必要があるかも。 
○市民大清掃へ中学生も参加してほしい。 

（個人情報に関わるものは掲載を見合わせました。） 

４ 音楽集会 開きました！ 
                7 月 3 日（水）今年度初めての音楽集会を行いました。「歌の道

後」を引き継ぐべく、昭和の時代から続いている本校の伝統行事
の一つです。令和最初の集会は、「夢の世界を」と「校歌」を歌い
合いました。ウォーミングアップにストレッチと「楽しい発声の
ドリル」を取り入れ、体と空気をほぐしてからのスタートでした。
ピアノ独奏やピアノ演奏を BGM にした詩の朗読も好評で、音楽
をじっくりと味わう時間になったのではないかと思います。これ
からも心と技を磨きながらこの音楽を楽しむ時間をさらに豊か
なものにしていきたいと思っています。次回もお楽しみに。 

                                                                    

５ 体育大会へ向けて ブロック結団式   

  今年の体育大会スローガン 

魁
さきがけ

 ～駆け抜けろ 令和の空へ～ 
 今年度の体育大会も、ブロック対抗と学級対抗の両方の良さ 

を取り入れて実施します。特にリーダーとなる３年生を中心に、 

生徒が盛り上がり、燃えることを期待しています。 

７月８日（月）にはブロック結団式を行い、ブロック長・副ブロック長がブロックの生徒の前

に立ち、ブロックスローガンを説明し、団結を呼び掛けました。ブロック長をはじめ、前に立

つメンバーたちの工夫した動きが大変良かったです。９月の体育大会が楽しみです。 

 

地域行事への積極的

な参加を学校も呼び

掛けています。 

登下校について今後

も指導を続けます。 

お寄せいただいた危

険個所の情報を生徒

へも知らせて気を付

けさせます。 

市民大清掃について

部活動は原則その日

の午前は停止してい

ます。各家庭での参

加をお願いします。 

帰宅後は家庭や地域の生活

領域ですので、学校の対応

も限界があることはご理解

ください。 



吹奏楽部     松山市民会館大ホール        8/4 11:45～ 
陸上競技男女 ニンジニアスタジアム       7/21～23 
水泳競技男   アクアパレットまつやま     7/20・21 
軟式野球 北条スポーツセンター野球場・伊予市民球場   7/21～25 
ソフトテニス男女 松山中央公園テニスコート 7/22～24 
卓球女       今治市営中央体育館         7/22・23 
バドミントン 伊予市民体育館             7/21・22 
柔道         愛媛県武道館               7/23・24 
テニス       県運動公園テニスコート     7/21・22 
合唱団    松山市コミセン キャメリアホール 7/28 11:48～ 

ブロック名 黄帝（こうてい） 蒼嵐（そうらん） 朱雀（すざく） 翠龍（すいりゅう） 紫獅（しし） 

所属学級 3-3,2-2,1-3 3-2,2-5,1-5 3-1,2-1,1-1 3-4,2-3,1-4 3-5,2-4,1-2 

ブロック長 寺本 奏琉 坪井 謙昇 大石 凪海  宮川 勘二郎 大野 幹太朗 

副ブロック長 
則久 和輝 村田 和樹 佐々木 大翔 小坂 萌恵 井上 輝 

津司 夏希 中川 実栄 吉岡 華 向井 彩乃  武田 もなみ 

 
 
 
 
 
 
６ 県総体、吹奏楽コンクール壮行会 

 7月17日(水)に県総体、吹奏楽コンクールの壮行会を行いました。吹奏楽部による課題 

曲の演奏もありました。すべての出場者の健闘を祈ります。日時、会場は次のとおりです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
７ 前期生徒会役員決まる 
  ７月４日(木)に行われた、生徒会立会演説会・生徒会役員選挙にて前期生徒会役員が決定

しました。そして、7月１７日(水)には、任命式・役員引継ぎ式が行われ、後期会長の山口

葉央さんから、前期会長の田中唯月さんへと生徒会旗が引き継がれました。 

 

会長   ３年３組 田中 唯月 

  副会長  ３年１組 久野 拓海  

３年５組 武田 もなみ 

執行委員 ２年１組 小笠原 寧珂  

２年２組 佐藤 七海  

２年４組 横田 大晴 
 


