
入学式から１週間あまり…学校生活にも少しずつ慣れてきました 
 緊張感に包まれた入学式から１週間あまりが過ぎました。自己紹介を終え、休み時間も少し

ずつリラックスした表情も見え始めました。勇気を出して他小学校卒業の同級生に声を掛ける

生徒も徐々に増えてきました。この日（１１日）は給食準備中の１年生を訪問しました。３組

は給食開始から２日目だというのに、１２時３７分にはすでに配膳が終わり（日課では４０分

から食事）、いただきますができる体勢に入っていました。盛り付けチームと配膳チームが息

の合った組織的な動きをしており見事でした。１組、2組も全員で協力し合い、できるだけ多

く食事の時間を確保しようと頑張っていました。 

 この調子ならば、クラスメートがお互い打ち解け、明るく思いやりのある学級、学年集団に

なる日もそう遠くはないだろうと期待しています。「誰一人として取り残されない居心地のよ

い学級、学年、学校」を目指して力を合わせていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビデオで新入生歓迎会4/8 
 残念ながらビデオ上映による新入生歓迎会でしたが、２・３年 

生は１年生に少しでも不安を解消してもらおうと心を込めて収録 

しました。その甲斐あってか、役員決めでは積極的に立候補する 

1年生の姿が目立ちました。体験入部でも大量の1年生が参加して 

くれ、嬉しい悲鳴を上げている２・３年生の姿が印象的でした。 

異年齢の生徒が良い意味で作用しあうと、とてつもないエネル 

ギーが生まれ、活気あふれる学校になります。良い意味での慣れ 

が毎日続き、悪い意味での慣れに染まらないよう、お互いが気付 

いたことを、傷つけない言葉で言い合うことができる関係づくりができるとよいですね。 

今年度も水筒持参を認めます…コロナ及び熱中症対策として 

 本校は特に水飲み場所が不便な場所にあり、移動するのに時間を要することから水筒の持参

を認めています。必要に応じて持参させてください。 
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【求める１５歳の姿】 
受け入れ合い 
  支え合い 
    高め合う生徒 
～互いの考えや意見を尊重

した発言・意見を通して～ 
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次号から学校だよりはＨＰ掲載とさせていただきます！（すでにUP済です） 

（ペーパーでの配布を行いません）パスワード：washi7950 

発行日は毎週金曜日（金曜日は祝日の週は木曜日） 
両面カラー印刷する場合、きれい印刷だと６～７時間、通常印刷でも４時間ほ

ど時間を要し、用紙代もかさむため、その分の費用を子どもの教育環境の充実

に当てたいと考えています。学校だよりを閲覧する際、パスワード入力を！ 



前期生徒会・学級役員、専門委員会委員決まる！居心地のよい学校に！ 
スローガン（挨拶＋笑顔）×個性を認め合う＝楽しい学校生活 を実現しよう 
積極的に立候補する姿が多くの学級で見ることができ、とても頼もしく感じました。これだ

け熱のある人たちが集まれば、もっともっと熱い、よりよい学校がつくれるはずです。議論・

討論に遠慮はいりません。熱い思いをぶつけ合い、前向きな生徒会を目指しましょう。 

【生徒会役員】 

生 徒 会 長 宮脇 ななみ   

生徒会副会長 吉村 吏乃   生徒会副会長 武川 瑛大  

生徒会書記 森﨑  凜   生徒会書記 宮上 凌碧   

生徒会会計 本間 さくら  生徒会会計 駿河 煌心 

【学級役員】 

 室 長 副室長 議 長 副議長 書  記 

１年１組 中里 俐心 大西 瞬佑 宮脇 悠斗 小山内 麻葉 福地 莉子  

１年２組 宮崎 乃々椛 金澤 騎琉 秋葉 琉羽 佐々木 舞依 三上 陽莉  

１年３組 岩田 月咲 高瀨 朝光 朝風 撞羅 片岡 咲琶 岡崎 杏望  

２年１組 佐藤 璃空 菊地 心花 林 姫生 松前  柚 大越 麻央  

２年２組 池田 陽葵 桶谷 悠人 福眞 蓮愛 松本 歩夢 山田 怜  

２年３組 髙橋 星奈 西村  遥 福永 ひなた 加藤 虎牙 宍戸 樺凛  

３年１組 奈良 絵梨花 小田 悠雅 伊藤 瑠花 秋葉 梨美 能登 泰史 林 心太 

３年２組 片岡 侑士 草岡 碧莉 水戸 杏南 清水 秀朔 浅野 瑠奈 小松 美月 

３年３組 髙橋 杏 大平 時空 清瀬 叶詩 齋田 時生 吉田 莉愛 髙木 優寧 

つばさ 鈴木 健心      

【専門委員会委員】◎…専門委員長 

 学芸専門

委員 

生活専門

委員 

厚生専門

委員 

体育専門

委員 

図書専門

委員 

放送専門

委員 

選挙管理

委員会 

1年1組 
福田 陸 松本 樹 佐藤 悠大 姉﨑 惺哉 後藤 千穂 柴田 有真 小山内 麻葉 

湊 柚乃 太田 るな 東 茉莉有 本間 はるか    

1年2組 
土谷 紅耀 佐藤 稜基 高木 煌生 森  正義 大西 あやめ 斎藤 勇心 名田部ほのか 

名田部ほのか 小川 真綾 中市 綺来 小杉 悠妃    

1年3組 
鈴木 大雅 佐藤 龍翔 小松 春翔 工藤 龍太郎 太田 嘉乃 杉山 渉 高瀨 朝光 

能登 啓史 鈴木 亜実 小林 実莉 齊田 亜優美    

2年1組 
郡司 颯斗 樽本 瑛太 荒谷 岳斗 篠田 煌輝 蝦名 綾輝 三橋 芽依 荒谷 岳斗 

麻柄 謙心 荒關 小夏 佐々木 杏奈 松山 綺良    

2年2組 
鈴木 雪月花 滝波 治斗 谷藤 奏大 田村 優雅 河原 琉斗 林 萌々香 滝波 治斗 

菊地 菜摘 藤田 彩夏 高見 柚希 相澤 仁湖    

2年3組 
池田 惺亜 神島 健琉 菊地 奏多 米山 陽月 横山 遥斗 梅田 里菜 髙橋 星奈 

外崎 航平 寺井 あえら 中西 琉月 小笠原 綺寧    

3年1組 
斎藤 杏音 叶内 大翔 石川 聖太 塚田 一八 小山内 仁奈 二階堂 琉李 秋葉 梨美 

堤 愛来 林 由菜 山根 しおり 髙田 愛華    

3年2組 
尾﨑 蒼空 ◎佐藤 花香 加藤 凛 宗本 結奈 ◎渡邊 凛 梨本 李菜 廣吉 佑斗 

麻柄 琉仁 松本 藍樹 前川 幹太 グドール・ジョニー・大慰    

3年3組 
小笠原 望 高木 陽哉 ◎本間 悠汰 尾﨑 悠空 小林 凛桜 ◎木村 柚菜 高瀨 葵羽 

◎須田ちひろ 松本 悠愛 野宮 千加 ◎高瀨 葵羽    

つばさ学級 
村上 祐太 北井 蒼馬      

冨樫 辰翔 福山 智輝 森岡 聡真     

 


