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～さらなる高みを目指せ～ 

 

毎日が最後の日 
 3 年生のみなさん、進級おめでとう。さあ、いよいよ始まりました。…あなたにとっては
何の始まりですか？『受験生の始まり』？、『最高学年の始まり』？、『義務教育最後の一年
の始まり』？、『進路決定の一年の始まり』？、、、。 
 改めて話しますが、来年の今日をこの山滝中学校で迎えることはできません。これから始
まる 3 年生としての日々は、毎日が『中学校生活で最後の 1 日』です。すべての日々を後悔
のないように大切に過ごしていってください。3 年生の一人ひとり全員一所懸命に取り組ん
でくれることを願っています。 
 
3 年 1 組の仲間たち 

1 赤坂 崚芽 12 讃岐 寿々 23 早崎 透真 

2 飯阪 彩子 13 澤谷 あかね 24 藤原 幸呼 

3 井出 賢治 14 白草 咲 25 穂森 陽菜 

4 井上 優孝 15 大久 悠摩 26 堀川 結希 

5 岩出 有華 16 髙浦 明希 27 松本 涼佑 

6 大植 堅心 17 千葉 大登 28 南川 未由奈 

7 大植 日登 18 中川 結乃 29 女鹿 颯大 

8 大務 友紀 19 西岡 海翔 30 森 健吾 

9 栢木 健成 20 西川 有紗 31 八色 夏鈴 

10 河上 禅 21 西﨑 玲圭 32 山口 紗英 

11 河野 壮人 22 野 愛子 

※昨年、新しい仲間を迎え、出席番号が変更している人もいます。注意してください。 
 
 

4 月の行事予定 

  
●3 年所属職員よりメッセージ 

主任 水上 明生（みずがみ あきお） 保健体育 
「久しぶりの学年主任。生徒たちとともに駆け抜けます。よろしくお願いします。」 
担任 木村 直哉（きむら なおや）  数学 
「一生懸命、行事で笑おう！」 

副担任 小坂 奈巳（こさか なみ）   社会 
「笑って卒業式が迎えられるよう進路面をサポートします。お願いします。」 

----------------------------------------------キリトリ--------------------------------------------- 
※大切な書類を忘れない練習も兼ねています。「見ました」のみでも結構です。返信欄の提出よろしくお願いします。 

返信欄 4/10                 生徒氏名（          ） 

日 曜 予定

10 火

①生徒指導（視聴覚室）
②学活（教室）
③写真（運動場or格技室）
PM身体計測
放；クラブ紹介
生徒会前期役員立候補開始

学 学 学 学

11 水 検尿① 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
12 木 検尿② 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
13 金 ⑤⑥歯科検診 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 特
14 土
15 日

16 月
眼科検診
放）全国学テ打合せ

月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６

17 火
全国学力学習状況調査
⑥生徒会立会演説会

テ テ テ テ テ 水６

18 水 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 金６
19 木 ⑥学級役員選出 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 学

20 金

朝）職員写真
45分×4
昼食後すぐ清掃
⑤授業参観
⑥PTA総会キャンプ説明会（保護者）
　進路・修学旅行説明会（3年保護者）

金１ 金２ 金３ 金４ 参観 ※

21 土 創立記念日
22 日
23 月 ⑥生徒会・学級役員任命式 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 学
24 火 心臓一次検診 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 木６
25 水 内科検診 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６

26 木
45分×4清掃なし
家庭訪問①

木１ 木２ 木３ 木４

27 金
45分×4清掃なし
家庭訪問②

金１ 金２ 金３ 金４

28 土
29 日 昭和の日
30 月 振替休日

予定時間割

身体計測

給食×

給食×

　中学校生活の中で

もとくに大切な大切なこ

の一年、生徒たちととも

に頑張っていきたいと思

います。

　さて、言うまでもない

かもしれませんが、今年

は『勝負の一年』です。

何事も始めが肝心と言

います。生徒たちととも

にエンジン全開で、一

所懸命取り組んでいき

たいと思います。

　生徒たちとともに、悩

み、考え、卒業後の進

路を考えていきたいと思

います。

　学年通信名にもしま

した『向上』。3年生に

送り続けよう思うメッ

セージでもあります。生

徒たちを保護者の方々

とともに、私たちも全力

で応援していきたいと

思っています。

　どうぞ一年間よろしく

お願いします。

学年主任　水上明生

保護者の皆様へ


