
 

 

 

 

 

 

 

 

 

副校長 内山 裕二  

5 月の時候のあいさつには、「新緑が目にしみるころ

になり～」や「若葉に風薫る今日この頃～」な  

どがあり、暑くもなく寒くもない心地よい季節を思い

描いたりします。左近山中学校の周りの木々も、緑が

どんどん色鮮やかになってきています。つい先日まで、

学校からバス停までの道には、地域の方々が植えてく

ださった何色もの色鮮やかなチューリップが所狭しと

咲いていて、春らしさを感じていましたが、5 月に入

ると心地よい季節というよりも、すでに夏のような暑

い日もあり、心地よい季節感を感じる日も少なくなってきたような感じがします。  

 さて、左近山中学校では、新学期が始まりすでに 1 か月以上が経過しました。どの

学年も中学校のペースに慣れ、ほとんどの生徒が学習

や係・委員会活動や部活動など一生懸命に取り組んで

います。生徒会が取り組んでいる「あいさつ」がしっ

かりできている生徒が多いですね。「あいさつ」は、人

と人とを結ぶ言葉で、「おはよう」や「こんにちは」と

あいさつされると気持ちがいいものです。逆に声をか

けてもあいさつが戻ってこなかったときは、悲しい気

持ちになります。「あいさつ」には、人の気持ちを左右

する力があります。みんなであいさつすることで、お

互いが認め合い、気持ちよく学校生活が送れるように

したいものです。左近山中学校の伝統に「あいさつが盛んな学校」が加わるといいで

すね。また、朝会や集会などで全校生徒が体育館に集まった時に、一人のおしゃべり

もなく、参加できていることも素晴らしいです。自分が今何をすべきかがきちんとわ

かっているからこそできる事だと思います。特に 3 年生の素晴らしい行動が、下級生

の良い見本となり良い影響を与えているのではないかと思います。自分たちの行動に

よって上級生が下級生に正しいあり方を教えていくことが、左近山中学校の良い伝統

になっていくといいですね。そのためにも、中学校

生活最後の 1 年になった 3 年生の頑張りが大切です。

5 月下旬の修学旅行、それが終わるとすぐに体育祭。

3 年生には、ぜひ、修学旅行を成功させ、一生懸命

取り組むことが大事であるという姿を 1・2 年生に

見せるような体育祭になることを期待します。  
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５月１２日（金）に左近山中学校視聴覚室において、部活

動振興会総会が開かれました。会長より部活動振興会発足の

経緯のお話がありました。過去に左近山中学校から全国大会

に出場が決まった部活動があり、その出場の交通費などを保

護者・地域、商店街の皆様から寄付で賄うことができたそう

です。残念ながら、勝ち進むことは出来なかったので、残っ

たお金をどうするか検討した結果、左近山中学校の部活動に

役立てる目的で現在の部活動振興会が発足しました。関東・全国に出場する部が出て

くることを願って設立された振興会。その期待に応え、部員の心の成長とともに関東・

全国に出場する部が出てくるよう、顧問一同指導に励んでいきます。今後とも、ご協

力をよろしくお願いいたします。      （部活動顧問会代表  山下 拓也）  

 部活動振興会総会に引き続き、PTA 総会が開かれ、昨年度

の PTA の活動及び決算についての報告と今年度の PTA の活

動予定及び予算案が提案され、どちらも冊子の通り承認され

ました。また、本年度 PTA 本部役員についても承認されま

した。ご家庭の様々な事情がある中

で役員や委員を引き受けていただき

誠にありがとうございました。教職

員だけでは足りない部分を保護者の皆様にご協力いただき、子

供たちが安全で安心して学校生活を送れるように、そして、子

供たちのより健全な育成のために学校の活動を支援していた

だいております。今年度も多くの保護者の方にご協力いた     

着任職員紹介            だければと思います。      （副校長 内山 裕二）  

 

 

 

 

女子バスケットボール部   部長  （3-3 女子）  

  女子バスケットボール部は、3 年 3 人、2 年 2 人、1 年 6 人の合計 11 人

で活動しています。スローガンは、「走れ、跳べ、燃えろ」です。部員全員が

一戦一戦を大切にしていきます。今は、7 月の大会に向けて、ディフェンス

の強化や個人の 1vs1 の強化を頑張っています。大会では、今まで練習して

きたすべてを出して、悔いの残らないように頑張ります。  

 

男子バスケットボール部   部長  （3-3 男子）  

  「走れ !跳べ !燃えろ !左近山中」がスローガンです。部員は、3 年生 5 人 2 年生 11 人

1 年生 8 人で活動しています。今は、ディフェンス強化のためフットワーク

を中心に練習をしています。目標は、スローガンに書いてあるようにしっか

り走ってリバウンドのボールに向かって跳び、諦めずに燃え続けて夏の公式

戦で悔いのないように終われるよう日々の練習を大切にしていきたいです。  
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卓球部   部長  （3-3 男子）  

  卓球部は、女子 9 人、1 年男子 8 人、2 年男子 16 人、3 年男子 9 人の総勢 42 人で

活動しています。卓球部では、同じ卓球をする相手をリスペクトするこ

とを大切にしています。卓球部の目標は、個人・団体共に県大会出場で

す。去年は、県大会出場の目標は達成できなかったので、今年こそは個

人・団体で県大会に出場したいです。今は、3 年最後の夏の大会に向け

て基礎の技術を中心に練習しています。  

 

 

サッカー部   部長  （3-1 男子）  

  サッカー部は、3 年生 6 人、2 年生 6 人、1 年生 3 人で活動してい

ます。サッカーを通して協力性、積極性、礼儀を学んでいます。区大会

と市総体に向けて、より一層気合を入れて練習しています。  

 

 

野球部   部長  （3-2 男子）  

  部員 27 名で活動している野球部です。今年の目標は、県大会出場です。野球以外の

あたり前のことを大事に、あいさつや返事などを徹底して活動してい

ます。練習はきついですが、得られるものもたくさんあります。夏で

は、課題のバッティング練習をして頑張っています。応援よろしくお

願いします。  

 

 

 

陸上競技部   部長  （3-2 男子）  

陸上競技部は、3 年生 11 人、2 年生 12 人、1 年生 14 人の総勢 37

人で活動しています。一人一人がそれぞれの種目で成果を出すために、

自分に克つために日々努力を重ねています。また、人として成長できる

ように挨拶、感謝、礼儀を大切にしています。ちなみに、2 年生の走り

幅跳び、走り高跳びの選手が全国大会に出場して見せるので、見ていて

ください。  

 

 

ソフトテニス部   部長  （3-1 女子）  

  ソフトテニス部は、1 年生 8 人、2 年生 9 人、3 年生 5 人の合計 22 人で活動してい

ます。活動内容は、1 年生は基礎的な練習を、2 年生は基礎を固める

練習を、3 年生は最後の大会に向け自分たちの苦手をなくす練習をし

ています。今年の目標は、団体戦で県大会に行くことです。また、テ

ニスはメンタルのスポーツでもあるので、普段の練習から声を出して

いきます。22 人全員で団結して目標を達成できるように頑張ってい

きます。応援よろしくお願いします。  
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美術部   部長  （3-1 女子）  

  美術部は、1 年生 3 人、2 年生 10 人、3 年生 7 人の 20 人で活動し

ています。制作の方では、様々なポスターを描いたり、文化祭で展示す

る油絵・立体作品や、体育祭・文化祭の垂れ幕を作っています。少しで

も皆さんにいいものが見せられるように構成やアイディアを工夫して頑

張っています。これからも良い作品ができるように部員全員で頑張りま

す。そして、今年の目標は、賞を取ることです。そのために普段からの基礎練を大事に

していくことと、一つ一つを丁寧に仕上げていくことを努力していきます。  

 

 

音楽部   部長  （3-3 女子）  

  音楽部は、1 年生 7 人、2 年生 18 人、3 年生 12 人、総勢 38 人で活動しています。

月曜日から土曜日は、第一音楽室、または、3 年 1 組で個人のテクニッ

クを向上させる練習をしています。第二音楽室では、バンドの仲間との

チームワークや全体の演奏力を高める練習をしています。日曜日は、主

に休みですが、演奏会やフェスティバルがある時は、活動しています。

本年度も、より良い演奏を目指し、頑張って練習します !!!ぜひ、聞きに  

来てください。  

 

 

 

 

5 月 18 日（木）に、生徒総会が開かれました。生徒会本

部や各委員会が活動を紹介する場であり、またそれに対し

て一般生徒が意見・質問できる場です。生徒会本部・各委

員長・質問者・意見者は、全校生徒の前で、それぞれの思

いを伝えることができました。それに加えて、文化祭スローガン決めや学級旗の紹

介もあり、大変有意義な時間だったと思います。  

これからも、多くの生徒に生徒会・各委員会の活動に興味

をもってもらいたいと思います。また、当たり前のようにや

っている生徒会・委員会活動ですが、それに対して感謝の気

持ちが更に増すことを願っています。   

（生徒会担当  金子 裕史） 

 

                     春に菜の花がたくさん咲いていた場所  

                   に、技術員さんがていねいに種を埋めて  

                   いました。夏になると大きな花が咲くそ  

 校納金の第１回目の引き落としが、    うです。何の  

５月３１日（水）となっています。     花が咲くか楽  

先日お知らせしたプリントにお示し     しみに、みん  

した金額を引き落とさせていただき     なで育てまし  

ますので、よろしくお願いします。     ょう。  
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