
 始動！１学年委員会！！ 

 １８日(木)昼 笑顔いっぱいの１学年委員会  

        
            加治川中学校１学年だより 

                希 望 
                 Ｈ３１．４．２３(火) 第２号   担当：猪俣  

元気はつらつ １年生  

～ 人の話をしっかり聴くこと(目と耳と心で)が出来ています ～  

先週行われた学年集会(８日(月))では，１学年の先生方から自己紹介と 

ともに，皆さんにこうなってもらいたいという先生方の願いや，生活面・ 

学習面についての話がありました。１年生としての目指す姿は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業も本格的に始まり、部活動も始まりました。４月も下旬に入ります。早寝早起きなど規

則正しい生活を送り、自分の生活のリズムを作ることが大切です。 
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1２日(金)の放課後，専門委員会が行われました。各学級から， 

学年委員のほか、応援・図書・保健環境・生活・給食・広報・ 

さくら(選管)の各委員が選出されました。立候補(すばらしい！) 

あり，推薦あり、話し合いありで決定しました。そして各委員会 

では委員長が中心となり，加治川中学校の生活をより良いものに 

するために，委員会ごとに話し合いが行われました。 

１学年委員では，１年生の学級生活・学校生活をより気持ち良く， 

充実できるものにしてくための活動の推進役となります。そして， 

笑顔あふれる１学年を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑顔で 挨拶をしよう！ 

① 中学生になり、新しい出会いを大切にしてほしい。今まで話をしていない人とも関われる。 

                  ⇒ さらに、新しい仲間作りをしてほしい 

② 自分の目標(夢)を決めて、様々な活動に取り組んでほしい。  

                 ⇒ 将来の自分の姿をイメージすることに繋がる 

③ 笑顔で挨拶のできる学年になってほしい。笑顔：相手の気持ちを思いやること、人が(自

分が)嫌だということをしない。    ⇒ 一人一人が気持よく学校生活が送れる 

④ 自分が本気になれる得意なもの(学習、部活、掃除、あいさつ、チャイム着席)、これは

私に任せてくれというものを作ってほしい。⇒ お互いのよさを認め合える 

８人の決意内容を紹介します。さらに良い学年を目指して、協力して取り組んでいこうという決意が表

れた素晴らしい内容です。良いスタートを切ることができています。 
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「笑顔・感謝＋けじめ」            １学年委員長 １年１組 中村 優那 さん  
 私は、この１学年を良くするため「笑顔」や「感謝」の言葉も大切ですが、「けじめ」も大切にして

いきたいです。授業の時はしっかりと真面目に真剣に取り組み、休み時間は全力でみんなと仲良く遊び

たいです。これからクラス替えがあったときに、今のクラスの人とばかり遊んでいては大変なので、み

んなに仲良くしてもらいたいです。みんなと協力して頑張っていきます。 
 「みんなに頼られる１学年委員に」       １学年副委員長 １年２組 中倉 世那 さん  
 ぼくが１学年委員になったからには１年生のみんなをまとめて、楽しく一人一人に感謝をして充実し

た中学校生活を送れるようにしたいです。１学年委員という自覚をもってみんなに頼られるような１学

年委員になりたいです。 
「もっと楽しく、積極的に」          １学年委員   １年１組 阿部 敬太 さん  

 私はこの学年委員になって、この学年をもっと楽しく積極的にしようと思っています。理由は、積極

的になれば自然と笑顔が増えて、楽しいクラスになっていくと思うからです。そして、そこから友情が

芽生えていき、とてもいい学年になっていくと考えるからです。 
「誰とでも仲良くできる学年に」        １学年委員   １年１組 小島 日愛 さん  

 私は学年委員会に入ってこの学年を誰とでも仲良くできる学年にしたいです。中学校では、体育祭や

桜加祭などたくさんの行事があります。その活動でみんな笑顔で協力し合うことを深めていきたいで

す。また、毎日の授業や部活を通して楽しく活動できるように学年委員会で工夫して企画 
「積極的・協力的→友情を深める」       １学年委員   １年１組 渡辺 煌市 さん  

 私は学年委員になって、この学年を今までよりも積極的に、協力的にしようと思っています。理由は、

積極的や協力的になれば自然に友情が芽生え、とても楽しくなり、さらに友情が深まるはずだ 
「協力し合い高め合う」            １学年委員   １年２組 須貝 美裕 さん  

 私はこの学年委員の抱負は、スローガンにあるようにみんなと協力し合い高め合うことです。小学生

からあまり変わらないこのメンバーだからこそ、頼れるときは頼って成長できる学年にしたいです。私

も学年委員としてみんなに頼られ、みんなと成長できるように 
「助け合いより良い学年に」           １学年委員   １年２組 髙橋 優介 さん  
 ぼくは今回小学校の委員会にはなかった学年委員会に入りました。この学年は、元気が良いところを

しっかりするなど、良いところがたくさんあります。そんなこの学年を、ぼくたち学年委員が先頭に立

ってより良くしていきたいと思っています。上手くいかないときもあるかと思いますが、助け合いみん

なでより良い学年にしていきましょ 
「意見を出してより良い学年に」        １学年委員   １年２組 長谷川綾香 さん  

 私は１学年委員として、委員会の中では話し合いにしっかり参加し学年がより良くなるために意見を

出していきたいです。そして、学年全体の中では学年のお手本になり、学年を引っ張っていけるように

したいです。そして、楽しむときはみんなで楽しみ、授業はまじめにけじめをしっかりつけれる学年に

したいです。感謝を忘れず、みんなと協力し合い高め合っていきたいです。 
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〔専門委員会〕 

学年委員会 委員長   中村 優那 

副委員長  中倉 世那 

阿部 敬太  

渡辺 煌市 

小島 日愛 

髙橋 優介 

須貝 美裕 

長谷川綾香 

さくら委員会 猿子 浩平 

諸橋  葵 

石田 美貴 

入倉 悠斗 

宮島 海渡 

奥村 楓花 

織田 彩心 

 

生活委員会 菊池 悠太郎 

佐野 有咲 

相馬 来琉 

五十嵐美音 

保健環境委員

会 

赤塚  令 

安齋  桜 

若桑  舜 

坂場 梨愛 

 図書委員会 溝間 海璃 

大沼 光梨 

遠藤 優奈 

三科 悠和 

齋藤 理琴 

応援委員会 下條 和穂 

石垣 智果 

溝間 海星 

五十嵐美恕 

給食委員会 布施 光輝 

服部  舜 

中野 まり 

本間 哉汰 

青木 百桃 

駒澤  優 

広報委員会 

 

前田 莉月 

今井 あや 

田村 優奈 

戸嶋 優也 

鈴木  響 

川村  空 

 
 

 



〔教科係〕 

教 科 名 １ 組 ２ 組 

国  語 赤塚  令、佐野 有咲 青木 百桃、若桑 舜 

社  会 石垣 智果、服部 舜 奥村 楓花、本間 哉汰 

数  学 阿部 敬太、田村 優奈 五十嵐美音、宮島 海渡 

理  科 石田 美貴、布施 光輝 織田 彩心、中倉 世那 

英  語 安齋 桜、下條和穂、中野まり 

五十嵐美恕、三科悠和、長谷川綾香 

美  術 菊池悠太郎、諸橋 葵 相馬 来琉、坂場 梨愛 

保健体育 今井 あや、前田 莉月 溝間 海星、川村 空 

技 ・ 家 遠藤 優奈、猿子 浩平 戸嶋 優也、駒澤 優 

道・学・総 小島 日愛、中村優那、渡辺煌市 入倉悠斗、須貝美裕、鈴木 響 

音  楽 大沼 光梨、溝間海璃 髙橋 優介、齋藤 理琴 

                   
〔４月 23 日(火)～４月 26 日(金)の主な予定〕 

 23 日(火)NRT 検査(全学年)、24 日（水）学年朝会 

25 日（木）心臓検診（1 年）、26 日(金)小中合同 PTA 歓送迎会(豊谷殿) 
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