
躍 進躍 進

新学級目標をみんなで真剣に考え決定しました。「夢現（むげん「夢現（むげん「夢現（むげん「夢現（むげん））））」可能性を信じて一歩一歩突き進もう」可能性を信じて一歩一歩突き進もう」可能性を信じて一歩一歩突き進もう」可能性を信じて一歩一歩突き進もう
と三年生にふさわしい堂々とした力強い目標に決まりました。話し合いの中で，みなさんからたくさんの学級
に込める熱い思い熱い思い熱い思い熱い思いが出されましたので，紹介したいと思います。

１班 必翔 挑戦し大きくはばたく躍進学年１班 必翔 挑戦し大きくはばたく躍進学年１班 必翔 挑戦し大きくはばたく躍進学年１班 必翔 挑戦し大きくはばたく躍進学年
２班 夢現 無限の可能性を信じて一歩一歩つき突き進もう２班 夢現 無限の可能性を信じて一歩一歩つき突き進もう２班 夢現 無限の可能性を信じて一歩一歩つき突き進もう２班 夢現 無限の可能性を信じて一歩一歩つき突き進もう
３班 Never g ive up 悔いの残らない一年へ３班 Never g ive up 悔いの残らない一年へ３班 Never g ive up 悔いの残らない一年へ３班 Never g ive up 悔いの残らない一年へ
４班 Never g ive up 諦めずに限界をこえる 3A４班 Never g ive up 諦めずに限界をこえる 3A４班 Never g ive up 諦めずに限界をこえる 3A４班 Never g ive up 諦めずに限界をこえる 3A
５班 change CHANGE 自分を変えていこう５班 change CHANGE 自分を変えていこう５班 change CHANGE 自分を変えていこう５班 change CHANGE 自分を変えていこう
安杖李咲 皆で協力して，真剣に授業に取り組み。また，楽し く行事に参加する，団結，協力し合い心を一つにしよう安杖李咲 皆で協力して，真剣に授業に取り組み。また，楽し く行事に参加する，団結，協力し合い心を一つにしよう安杖李咲 皆で協力して，真剣に授業に取り組み。また，楽し く行事に参加する，団結，協力し合い心を一つにしよう安杖李咲 皆で協力して，真剣に授業に取り組み。また，楽し く行事に参加する，団結，協力し合い心を一つにしよう

伊藤ほのか みんなで夢やチャンスをつかみとれるような３年生になる，虹，夢に向かってはばたく躍進学年伊藤ほのか みんなで夢やチャンスをつかみとれるような３年生になる，虹，夢に向かってはばたく躍進学年伊藤ほのか みんなで夢やチャンスをつかみとれるような３年生になる，虹，夢に向かってはばたく躍進学年伊藤ほのか みんなで夢やチャンスをつかみとれるような３年生になる，虹，夢に向かってはばたく躍進学年

井上可菜実 色々なことに挑戦できる学級になってほしい， Let`s try !あ きらめずに挑戦しつづける井上可菜実 色々なことに挑戦できる学級になってほしい， Let`s try !あ きらめずに挑戦しつづける井上可菜実 色々なことに挑戦できる学級になってほしい， Let`s try !あ きらめずに挑戦しつづける井上可菜実 色々なことに挑戦できる学級になってほしい， Let`s try !あ きらめずに挑戦しつづける

後松梨音 一人一人が輝いている学年になるように !! SHINE ，勝負強い学年になるように ! 勝夢後松梨音 一人一人が輝いている学年になるように !! SHINE ，勝負強い学年になるように ! 勝夢後松梨音 一人一人が輝いている学年になるように !! SHINE ，勝負強い学年になるように ! 勝夢後松梨音 一人一人が輝いている学年になるように !! SHINE ，勝負強い学年になるように ! 勝夢

加藤風花 中学校生活最後の３年生になって今年１年間を楽しく ，翔，大きくはばたく躍進学年加藤風花 中学校生活最後の３年生になって今年１年間を楽しく ，翔，大きくはばたく躍進学年加藤風花 中学校生活最後の３年生になって今年１年間を楽しく ，翔，大きくはばたく躍進学年加藤風花 中学校生活最後の３年生になって今年１年間を楽しく ，翔，大きくはばたく躍進学年

金丸愛紗 未来へはばたける３年生になる，必翔，未来へ羽ばたく躍進学年 !金丸愛紗 未来へはばたける３年生になる，必翔，未来へ羽ばたく躍進学年 !金丸愛紗 未来へはばたける３年生になる，必翔，未来へ羽ばたく躍進学年 !金丸愛紗 未来へはばたける３年生になる，必翔，未来へ羽ばたく躍進学年 !

狩野瑞貴 目標に向かってがんばろうとする気持ち， Let`s go，明るい未来に向かって狩野瑞貴 目標に向かってがんばろうとする気持ち， Let`s go，明るい未来に向かって狩野瑞貴 目標に向かってがんばろうとする気持ち， Let`s go，明るい未来に向かって狩野瑞貴 目標に向かってがんばろうとする気持ち， Let`s go，明るい未来に向かって

草薙柊介 テキパキ動ける３Ａにしたい，積極的，何事にも人に言われず自分から仕事をみつける草薙柊介 テキパキ動ける３Ａにしたい，積極的，何事にも人に言われず自分から仕事をみつける草薙柊介 テキパキ動ける３Ａにしたい，積極的，何事にも人に言われず自分から仕事をみつける草薙柊介 テキパキ動ける３Ａにしたい，積極的，何事にも人に言われず自分から仕事をみつける

草彅太葵 部活，勉強で限界に挑み続ける，挑戦，自分の限界に挑もう草彅太葵 部活，勉強で限界に挑み続ける，挑戦，自分の限界に挑もう草彅太葵 部活，勉強で限界に挑み続ける，挑戦，自分の限界に挑もう草彅太葵 部活，勉強で限界に挑み続ける，挑戦，自分の限界に挑もう

草彅飛悠河 みんながいろんな物にチャレンジしてほしいと思ったから草彅飛悠河 みんながいろんな物にチャレンジしてほしいと思ったから草彅飛悠河 みんながいろんな物にチャレンジしてほしいと思ったから草彅飛悠河 みんながいろんな物にチャレンジしてほしいと思ったから

草薙美優 皆で最後まで笑い合って生活できるように， smi le ，笑顔の花をいつまでも咲かせよう草薙美優 皆で最後まで笑い合って生活できるように， smi le ，笑顔の花をいつまでも咲かせよう草薙美優 皆で最後まで笑い合って生活できるように， smi le ，笑顔の花をいつまでも咲かせよう草薙美優 皆で最後まで笑い合って生活できるように， smi le ，笑顔の花をいつまでも咲かせよう

熊谷まゆか みんなでそれぞれ得意なことがあるという思い，Shining 輝きつづけよう， FIGHT熊谷まゆか みんなでそれぞれ得意なことがあるという思い，Shining 輝きつづけよう， FIGHT熊谷まゆか みんなでそれぞれ得意なことがあるという思い，Shining 輝きつづけよう， FIGHT熊谷まゆか みんなでそれぞれ得意なことがあるという思い，Shining 輝きつづけよう， FIGHT

倉田泰成 何事にも諦めずに挑戦していく３Ａにしたい， Never give up !倉田泰成 何事にも諦めずに挑戦していく３Ａにしたい， Never give up !倉田泰成 何事にも諦めずに挑戦していく３Ａにしたい， Never give up !倉田泰成 何事にも諦めずに挑戦していく３Ａにしたい， Never give up !

黒澤真奈花 夢に向かってあきらめずに頑張る３Ａ， Power黒澤真奈花 夢に向かってあきらめずに頑張る３Ａ， Power黒澤真奈花 夢に向かってあきらめずに頑張る３Ａ， Power黒澤真奈花 夢に向かってあきらめずに頑張る３Ａ， Power

小松綾 これからは全てが最後となるのでたくさんチャレンジする CHALLENGE，何事も積極的にチャレンジ !!小松綾 これからは全てが最後となるのでたくさんチャレンジする CHALLENGE，何事も積極的にチャレンジ !!小松綾 これからは全てが最後となるのでたくさんチャレンジする CHALLENGE，何事も積極的にチャレンジ !!小松綾 これからは全てが最後となるのでたくさんチャレンジする CHALLENGE，何事も積極的にチャレンジ !!

古村俊介 チャンスを必ずいかせるような学年にしたいから chance チャンスをつかむ3A古村俊介 チャンスを必ずいかせるような学年にしたいから chance チャンスをつかむ3A古村俊介 チャンスを必ずいかせるような学年にしたいから chance チャンスをつかむ3A古村俊介 チャンスを必ずいかせるような学年にしたいから chance チャンスをつかむ3A

佐藤空 立ち止まらずに進んでいけばいいと思ったから ，進，一歩一歩突き進もう !!佐藤空 立ち止まらずに進んでいけばいいと思ったから ，進，一歩一歩突き進もう !!佐藤空 立ち止まらずに進んでいけばいいと思ったから ，進，一歩一歩突き進もう !!佐藤空 立ち止まらずに進んでいけばいいと思ったから ，進，一歩一歩突き進もう !!

相馬佑哉 夢に向かって進むEvolut ion相馬佑哉 夢に向かって進むEvolut ion相馬佑哉 夢に向かって進むEvolut ion相馬佑哉 夢に向かって進むEvolut ion

高川桜羅 最後だから皆で仲良く楽しくすごすため， Smi le １年間笑顔で楽しく !高川桜羅 最後だから皆で仲良く楽しくすごすため， Smi le １年間笑顔で楽しく !高川桜羅 最後だから皆で仲良く楽しくすごすため， Smi le １年間笑顔で楽しく !高川桜羅 最後だから皆で仲良く楽しくすごすため， Smi le １年間笑顔で楽しく !

高川未杏 みんなで協力して一歩ずつ歩んでいこうという思い， Never give up ! or Next，歩んでいこう !高川未杏 みんなで協力して一歩ずつ歩んでいこうという思い， Never give up ! or Next，歩んでいこう !高川未杏 みんなで協力して一歩ずつ歩んでいこうという思い， Never give up ! or Next，歩んでいこう !高川未杏 みんなで協力して一歩ずつ歩んでいこうという思い， Never give up ! or Next，歩んでいこう !

髙橋英那 元気で明るくはきはきした学級にしたい， shine髙橋英那 元気で明るくはきはきした学級にしたい， shine髙橋英那 元気で明るくはきはきした学級にしたい， shine髙橋英那 元気で明るくはきはきした学級にしたい， shine

高橋沙耶加 一人一人が夢に向かって立ち上がる !Stand up !最後の一年をいろいろな事に挑戦し決してあきらめない !高橋沙耶加 一人一人が夢に向かって立ち上がる !Stand up !最後の一年をいろいろな事に挑戦し決してあきらめない !高橋沙耶加 一人一人が夢に向かって立ち上がる !Stand up !最後の一年をいろいろな事に挑戦し決してあきらめない !高橋沙耶加 一人一人が夢に向かって立ち上がる !Stand up !最後の一年をいろいろな事に挑戦し決してあきらめない !

髙橋未来 Star 輝 く shin ing，挑戦する try，いつも always，駆け上がる run up，前向きな３Ａ髙橋未来 Star 輝 く shin ing，挑戦する try，いつも always，駆け上がる run up，前向きな３Ａ髙橋未来 Star 輝 く shin ing，挑戦する try，いつも always，駆け上がる run up，前向きな３Ａ髙橋未来 Star 輝 く shin ing，挑戦する try，いつも always，駆け上がる run up，前向きな３Ａ

高橋萌々 最後だから終わりがよければ，Goal ゴールに向かって高橋萌々 最後だから終わりがよければ，Goal ゴールに向かって高橋萌々 最後だから終わりがよければ，Goal ゴールに向かって高橋萌々 最後だから終わりがよければ，Goal ゴールに向かって

髙橋由佳 一人一人が意見を言い合えるような，悔いの残らない一年に ! Happy髙橋由佳 一人一人が意見を言い合えるような，悔いの残らない一年に ! Happy髙橋由佳 一人一人が意見を言い合えるような，悔いの残らない一年に ! Happy髙橋由佳 一人一人が意見を言い合えるような，悔いの残らない一年に ! Happy

藤澤明日香 迷わず前に突き進もう，High，高い志をもって頑張ろう !藤澤明日香 迷わず前に突き進もう，High，高い志をもって頑張ろう !藤澤明日香 迷わず前に突き進もう，High，高い志をもって頑張ろう !藤澤明日香 迷わず前に突き進もう，High，高い志をもって頑張ろう !

藤澤立輝 最後の中学校生活をさらに楽しもう ,en joy藤澤立輝 最後の中学校生活をさらに楽しもう ,en joy藤澤立輝 最後の中学校生活をさらに楽しもう ,en joy藤澤立輝 最後の中学校生活をさらに楽しもう ,en joy

村上勇紀 がむしゃらに前に突き進む，猛突突進 ! 前に突き進め !村上勇紀 がむしゃらに前に突き進む，猛突突進 ! 前に突き進め !村上勇紀 がむしゃらに前に突き進む，猛突突進 ! 前に突き進め !村上勇紀 がむしゃらに前に突き進む，猛突突進 ! 前に突き進め !

村上結香 今の自分を変えていくため， change今の自分を変えよう村上結香 今の自分を変えていくため， change今の自分を変えよう村上結香 今の自分を変えていくため， change今の自分を変えよう村上結香 今の自分を変えていくため， change今の自分を変えよう

千葉薫 冷静に落ち着いて行動できる学年にしたい千葉薫 冷静に落ち着いて行動できる学年にしたい千葉薫 冷静に落ち着いて行動できる学年にしたい千葉薫 冷静に落ち着いて行動できる学年にしたい
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夢に向かって夢に向かって夢に向かって夢に向かって
翔ばたいて翔ばたいて翔ばたいて翔ばたいて

～磨き・高め・支え～～磨き・高め・支え～～磨き・高め・支え～～磨き・高め・支え～


