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夢をもち、学び、鍛えあう下中生！
校長 田名部 直美

御入学おめでとうございます。

４月７日の入学式、２１３名の新入生が真新しい制
服に身を包み、来賓、保護者そして先輩の温かい歓迎
の中、りっぱに入学式を行うことができました。
新入生代表、中里亮太さんの「何事にも前向きに取

り組み、心身ともに、自分自身を高めて立派な中学生
になりたいと思います。」のあいさつのとおり、いろ
んなことに挑戦し、自分の可能性を広げてもらいたい
ものだと思います。

中学校三年間の時期は、自分自身についてよく考え、 新 入 生 認 証
自分の将来を思い描き、そして自分の夢に向かって行 １年６組 田名部 心海さん

動を起こす、大切な時期です。

この大切な時期を、しっかりと乗り切るためには、
少しぐらいの失敗にめげることなく、「前へ、前へ」
と夢をもって進むことが大切です。
少しぐらいの失敗も、後で思えば自分の財産です。

悔いのない三年間であることを願います。

自立について 新 入 生 生 代 表 あ い さ つ

年度始めにあたり、みんなで確認しておきたいこと １年１組 中里 亮太さん

は、「りっぱな大人になるために、『自立』をめざし、文武両道で自分を鍛えましょ
う。」ということです。自分の力で出来ることを少しずつ増やしていきましょう。

例えば、「勉強や部活動に目標を持って進んで取り組むとか、生活面では、朝自分
の力で起きる、少しぐらいのことでは学校を休まずにがんばる、特別の事がない限
りは、朝は、友達と一緒に歩いて来る。」など、自分自身の力で出来ることをどんど
ん増やしていくことです。 さらに、自分のためだけではなく、何かみんなのために
なることにも自主的に取り組むことも大切です。

今年度生徒会は「創 ～可能性を信じて 自分たちの力で～」というスローガン
を立てました。私も、みなさんが「力のあるいい人間」になることを願い、次のよ
うなスローガンをたてました。 一年間頑張っていきましょう。

夢をもち、学び、鍛えあう下中生！
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一心協力でがんばります。よろしくお願いします。
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アシスタント

事 務 金田 修明 技能主事 江刺家 裕一 和田 邦夫
心の相談員 中村 尚美 教育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 伝法谷 清
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