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 きみがやらずして、誰がやる！ 
   最高の体育祭をつくるのは３年生一人一人だ！ 
４月２８日、体育館一杯に響き渡った歌声。ブロックリーダーた

ちの体育祭にかける熱い思いは３年生一人一人の心に伝わったでし
ょうか。 
昨日から体育祭の練習が始まりました。本番までの練習は８日間

です。限られた時間の中で、一人一人が輝き、心から感動できる体
育祭を創りあげるには、３年生の気持ちと行動にかかっています。言われてから動くのではない。
もう、この２年間の経験で何が大切で、何が必要なのかわかっているはずです。「３年生の気合
をみせよう」とブロック長が言ったならば、歌う校歌はグラウンド一杯に広がる。「集合」と一
声かければ、駆け足でサッと整列完了。そんな一人一人の姿がブロックリーダーたちの大きな支
えとなるのです。そして、その３年生の姿が、来年、再来年の体育祭へとつながっていく。それ
が、大利中の伝統となっていくのです。「きみがやらずして誰がやるのだ」さあ、３年生、これ
からの練習、期待していますよ。 

体育祭実行委員長  小原 佑太   体育祭副実行委員長  小串 りりか 

ブロックリーダー紹介 

青 赤 黄 

１組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 

越智 礼衣 坂井 春心 藤 珠月 井上 奈央 新村 果鈴 吉地 雄亮 

川添 龍生 戸上 結衣 中村 暖 北原 奈歩 新谷 隆浩 木村 翔起 

倉持 悠真 戸町 晴哉 廣瀬 凛々香 古賀 拓光 武上 彩人 中畑 煕 

髙口 明依 野﨑 楓哉 松本 将希 豊福 千夏 橘 一輝 大濵 りな 

瀧口 雄大 前田 晏佳 光成 耕大 長谷川 裕亮 中村 百合菜 長谷川 優妃 

鶴瀬 加奈子 松永 龍人 山下 凌生 平山 純也 吉野 瑠美 弓削 春風 

パネル係紹介                
 

 

ゴールデンウィーク、何をする？  

明日から５連休、今年は３年生。最後の中体連に向けて練習や試合で汗を流す人、社会体育や

習い事に励む人。「やったー！休みだ！遊ぶぞ」という人は案外少ないかもしれませんね。教科

ごとの課題や自学ノートを活用して自分の勉強をしておきましょう。２７日は中間考査！体育祭

の練習に備えて早めにワーク等をまとめておきましょう。充実した連休を過ごしてください。 
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内田 清遥、杉 孝音 
志垣 有羽、柳川 由梨伽 

中西 大樹、山口 はるか 
 

 

 

 



５月の行事予定   

   行  事 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ 木 専門委員会(係会) 水１ 水２ 水３ 水４ 練習 練習 

８ 金 学年練習（４） 学活 月５ ＯＴ ＯＴ 練習 練習 

９ 土  

10 日  

11 月  水５ 水６ 木６ 練習 練習 練習 

12 火 学年練習（１） 学年 火２ 火３ 火４ 練習 練習 

13 水 専門委員会(係会 金５ 月４ 水５ 練習 練習 練習 

14 木 全体練習 練習 練習 練習 練習 練習 練習 

15 金  ＯＴ ＯＴ ＯＴ 練習 練習 練習 

16 土 体育祭準備  練習 練習 練習 練習 練習 練習 

17 日 第４０回体育祭 

18 月 振替休日 

19 火 振替休日・体育祭予備日 

20 水  ＯＴ 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 

21 木  木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 

22 金  金１ 金２ 金３ 金４ 金５  

23 土  

24 日 部活動中止 

25 月 部活動中止 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水６ 

26 火    部活動中止 道徳 火２ 火３ 火４ 月５ 火５ 

27 水 中間考査   数学 国語 英語 社会 理科  

28 木  木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 

29 金  金１ 金２ 金３ 金４ 金５  

30 土  

31 日  

 

保護者の皆様へ 

 

４月２５日の授業参観には、多くの方に参加していただき、ありがとうござ

いました。生徒たちも緊張の中にも、活動の様子を見てもらっているのだとい

う、うれしくも晴れがましい気持ちで学習に取り組むことができました。参観

後のアンケートにもご協力いただきありがとうございました。これからの授業

に役立てていきたいと思っております。 

 いよいよ、体育祭練習が始まります。生徒たちにとっては中学校最後の体育

祭ということで、今までにも増して練習に力がはいることと思います。どうぞ、

お子様の健康管理に留意していただきますようお願いします。５月１７日（日）

には、多くの方の来校を楽しみにしております。生徒たちが自ら創りあげる体

育祭、応援のほど、よろしくお願いいたします。 

５月８日に試験

範囲配付、計画

を立てます。自

学を使って、中

間考査に向けて

がんばろう！ 

体育祭の練習が

続きます。栄養と

睡眠をしっかり

取って体調を整

えましょう。 

行事や授業は現

段階での予定で

す。特に体育祭

関係は天候によ

っては変更があ

りますので、毎

日の連絡で確認

しましょう。 

 

学活「進路選択に必要なもの」 


