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部活動があったとはいえ、長い連休が終了しました。充実した連休になりましたでしょうか。
下記に部活動等で行われた大会について、参加した生徒より結果を含めて感想を書いてもらいました。
ご覧ください。また、連休前に「中間テスト」に向けた学習計画表を作成しました。計画的に学習が
できていたでしょうか。自分で決めた計画以上の学習が展開されることを期待しています。

【野球部 ＿＿ ＿】全軟地区予選 ２回戦 出雲崎中 ０－５ 六日町中
この大会でよかった点は、守備での難しいプレーでアウトを確実にとれたことで

す。悪かったところは打撃で次に繋げるバッティングができていなかったことです。
また、自らベンチの雰囲気を高めることができず、反省しています。
今後は、日々の練習を大切にし、次の大会に備えたいです。

【バレーボール部 ＿＿ ＿＿】強化練習会
5 月 3 ､ 4 日に町民体育館で強化練習会がありました。1 日目は 12 校集まり、初めて試合をす

る学校もありました。初めはみんな順調でしたが、午後の試合はサーブが入らず、失点すること
が多くなりました。2 日目は初日の疲れもあり、攻撃がなかなかできませんでした。今後は強化
練習会を反省し、普段の練習からできるようにし、大会に活かせるように頑張りたいです。

【男子卓球部 ＿＿ ＿】長岡市民大会・柏崎選手権大会
僕は大会を振り返って、直さなければならないことが沢山あることが分かり

ました。動きやサーブミス、ドライブが入らないなどがありました。だからア
ップから見直して自分のどこが悪かったのかを確認していきたいです。そして
これからも練習をまじめにやって卓球をもっとうまくなりたいです。

【女子卓球部 ＿＿ ＿＿】 長岡市民大会 個人戦 ＿＿ Best８
私は、連休の大会では１回も勝てませんでした。しかし、全力でやったので悔しかったけれど

後悔はありませんでした。先生方や先輩が細かくアドバイスしてくれてとても
参考になったし、嬉しかったです。今後は地区大会に向けて、練習を精一杯頑
張りたいと思います。

【吹奏楽部 ＿＿ ＿＿】
私たち吹奏楽部は､連休中にパート毎に講習会がありました。4月 29日にホルン、4月 30日に

クラリネットとフルートの講習会。連休最後の 5月 6日にはアレンジャー（編曲者）の方が来ら
れて、コンクール曲の練習をしました。初めてたくさんのお客様、講師の方をお迎えしましたが、
自分の音にしっかりと向き合い、たくさんの大切なことが学べてよかったです。

【シニア野球 ＿＿ ＿＿ 】春季信越大会出場
連休中に、全国につながる春季信越大会に出場しました。１回戦は強豪チームに

１－９と敗れましたが、信越大会の枠は残っていたので敗者復活戦で２－１で勝利
し、代表が決まりました。連休中は大会や練習で疲れたけれど、今は達成感でいっ
ぱいです。信越大会を勝ち続け、全国大会に行けるように頑張ります。

【バドミントン ＿＿ ＿＿】柏崎会長杯 優勝
私たち特設バドミントン部は、4 月 28 日に柏崎総合体育館で会長杯に出場しました。団体戦

のリーグ戦で女子の部は２チームと少ない出場数でしたが、２対１で勝つことができました。試
合のあとには交流戦もできました。勝つことはできませんでしたが、考えてプレーでき、とても
よい経験になりました。今回の大会を今後に活かして頑張りたいと思います。

【＿＿ ＿＿】
私は昨年を反省し、中間テストに向けて頑張っていることがあります。

それは、ワークを毎日コツコツとしっかりやることです。１年生の時は
ワークに前日までかかったこともあったので、今年度はコツコツとやる
ようにしていきたいです。



【＿＿ ＿＿】
私は、中間テストに向けて頑張りたいことがあります。１つ目は学習時間を増やすことです。

前は、テスト期間でも１時間やるかやらないかくらいで、納得のいく点数ではありませんでした。
なので今回のテストでは、毎日２時間以上は勉強をやりたいです。２つ目は提出物をきちんと出
すことです。私はワークをやらないでさぼることが多かったのでちゃんと出せませんでした。今
後は、早めにワークなどをやってきちんと提出できるようにしたいです。

【＿＿ ＿】
僕は、中間テストに向けて頑張ることが２つあります。一つ目は家庭学習です。僕は今まで、

前半はあまり本気になれず、間際になってから焦って勉強していました。なので、テスト期間は
毎日３時間以上勉強しようと思います。二つ目はゲームの時間です。僕は今まで、休みの日はゲ
ームの時間が多く、勉強時間が少なくなっていました。だから今回のテスト期間は、ゲームを控
えて勉強時間を増やしたいと思います。これらのことを頑張り、テストに臨みたいと思います。

※＿＿＿君の「テストに向けての抱負」は、４月２４日（水）に行われた「一分間スピーチ」の内容です。

期 日 曜 行 事 予 定 終学活終了 下校時間

５月１３日 月 特編３校時 テスト①②③ 諸費引落日 部活動なし 13:10 13:30
５月１４日 火 特編６校時 テスト①②＋水曜⑤⑥＋金曜⑤⑥ 教育相談 16:20 18:15
５月１５日 水 短縮６校時 水曜①②③④⑤⑥ 部活動なし 眼科検診 15:50 16:10
５月１６日 木 平常６校時 木曜①②③④⑤⑥ 内科検診 ２学年朝会 16:20 18:15
５月１７日 金 平常６校時 金曜①②③④⑤⑥ 週末課題（社会） 16:20 18:15
５月１８日 土 ※5/11～5/20 全国交通安全週間 － －

５月１９日 日 － －

５月２０日 月 平常６校時 月曜①②③④＋生徒総会 校外班集会 16:20 18:15
火曜①②③④⑤⑥ 生徒朝会 歯科検診

５月２１日 火 平常６校時 16:20 18:15
専門委員会（６限）

５月２２日 水 平常６校時 水曜①②③④ 部活動なし 芸術鑑賞教室 16:20 18:15
５月２３日 木 短縮４校時 木曜①②③④⑤⑥ ２学年朝会 15:50 18:15
５月２４日 金 平常４校時 金曜①②③④ 町教研総会 13:30 13:45
５月２５日 土 － －

５月２６日 日 － －

５月２７日 月 平常６校時 月曜①②③④⑤＋避難訓練① 16:20 18:15
５月２８日 火 平常６校時 火曜①②③④⑤⑥ 16:20 18:15

平常６校時 水曜①②③④⑤⑥ 部活動なし 耳鼻科検診
５月２９日 水 16:20 18:15

基礎テスト（数学）

５月３０日 木 平常６校時 木曜①②③④⑤⑥ 16:20 18:15
５月３１日 金 平常６校時 金曜①②③④⑤⑥ ＰＴＡ運営委員会② 16:20 18:15
６月 １日 土 － －

６月 ２日 日 － －

６月 ３日 月 平常６校時 月曜①②③④⑤＋木⑥ 全校朝会 16:20 18:15
６月 ４日 火 平常６校時 火曜①②③④⑤⑥ 高校説明会(５･６限） 16:20 18:15
６月 ５日 水 平常６校時 木曜①②③④⑤＋総合 部活動可能日 16:20 18:15
６月 ６日 木 １日体験活動（新潟巡検） 部活動可能日 17:40 18:15
６月 ７日 金 平常６校時 金曜①②③④⑤⑥ 基礎テスト(英語) 16:40 18:15

月曜①②③④⑤ オープンスクール
６月 ８日 土 特編５校時 14:15 14:30

町ＰＴＡ子育て講演会 テスト前部活動なし

６月 ９日 日 － －

６月１０日 月 振替休日 今週の週末課題は１名の生徒が未提出！ － －


