
 

 

 

 

 

 

 

 
1 各委員会  
 

各委員会様々な活動や行事に取り組み、 

それぞれの立場で志木中に貢献できたと思

います。  

主な活動内容として、委員会新聞を作成

したり、 コンクールを積極的に行い、 生徒

1 人1人が自主的に活動することができまし

た。 これからも生徒集会などを活用し、 委

員会活動を全校生徒に発信していきましょ

う。 

 

2 学校行事 
 

「駆け抜けろ限界の先へ」をスローガンと

した体育祭では、各色の1年生～3年生まで

の全員が団結し、白熱した戦いを繰り広げ

ました。 

雨が多く、限られた活動となりましたが、 

その中で3年生のリーダーシップのもと工夫

して練習した成果が発揮できたと思いま

す。 

合唱祭では、どのクラスも素晴らしい歌声

を体育館中に響かせました。毎日、昼休み・

放課後などを使って練習し、 その成果を存

分に出せたと思います。 

 特に三年生の合唱は迫力があり、 とて

も素晴らしかったです。 これからも志木中

の伝統である歌声を引き継いでいきましよ

う。 

  
3 部活 

運動部、 文化部ともに多くの大会で素晴 

らしい結果を残すことができました。 

部長を中心として上級生が部をまとめ、 下

級生を引っ張り積極的に活動してぃたと思い

ます。 ・ 

 

4 生徒会執行部 

ボランティア活動として、 缶回収を各委員

会や地域の方々の協力を得て行いました。 

昨年度の募金活動では「赤い羽根募金」

「ペットボトルキャップ」「ベルマーク」「書き損

じはがきの回収」 などの活動に加え、ユニ二

セフの緊急募金も行われました。 ご協力あり

がとうございました。 

今年度はこれらの募金活動をはじめとし、

積極的に活動に取り組んでいきたいと思いま

す。 

これからも、志木中をより良い学校にしてい

くため、努力していきます。 ご協力よろしくお

願いします。 
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「全力前進」私たち志木中生1人1人が全力を挙げて日々前進できるような思いを込めて、 

このスローガンをつくりました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

この言葉には、集団に属する全員が、一

つの目標に向けてまとまるという意味があり

ます。 志木中生全員が、 志木中をより良

くするために、 協力し合っていってほしい

という思いを込めて、このスローガンを決め

ました。 生徒全員で志木中を盛り上げて

いくという意識を持ち、これからの活動に取

り組んでいきましょう。 

１ 日常生活について 

志木中には、 「挨拶・清掃・歌声」という３

つの伝統があり、これは過去の先輩方から

大切に受け継がれているものです。今年度

もこれを引き継ぎ、さらに向上させていきま

しょう。 

挨拶について、 まず毎朝のあいさつをし

っかり行い、 それを更に活発にしてぃきた

ぃと思います。 1日の中で、 朝が一番挨

拶をする機会が多い時間帯です。 執行部

が毎朝正門で挨拶運動をしていますので、 

まず私たちにしっかりとあいさっをしてくださ

い。 そして、廊下や教室で会う先生や友

達にも挨拶をしましょう。 

清掃は、 毎日行うもので、 清潔で生活

しやすい環境を作るうえで基本となるもので

す。 清掃班長を中心としながら、全員で協

力し合い、 きれいな志木中を作っていきま 

 しょう。 

合唱祭については、 日常から歌を歌う機 

会はあまりないかもしれませんが、 音楽の授

業で歌う歌や、集会で歌う校歌をしっかりと歌

い、志木中の「歌声」 という伝統をつないでい

きましょう。 

 

２ 学校行事について 

今年度は志木中開校から70年目に当たる 

節目の年で、各行事とも 「第70回」 という言

葉がついてきます。 これは、 今志木中で行

われている行事が、 半世紀以上前の70年前

から続いていることを意味します。 

そして、皆さんは70年続いてきたものを受 

け継いでいく立場です。 

体育祭は、 学年を超えた志木中生の団結 

力が試されます。 合唱祭は、 上で述べた志

木中の伝統、 「歌声」が発揮される場です。 

  その他、卒業式など行事は沢山あります。

70年という節目にふさわしい行事にできるよ

う、 志木中生みんなで頑張りましょう 

 

 

３ 委員会活動について 

委員会は、生徒が主体となって志木中を よ

りよくするために活動するものです。志木中生

の自立力が試されます。 生徒集会を活用し 
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たり、 委員会新聞やポスターの作成など

で、 活動を全校に発信し、 必要に応じて全

校に協力を求めてください。 委員会に入つ

てぃなぃ人も、関係ないなどと思わず、 委員

会活動に協力をしてください。 自主的に活

動をし、 私たち生徒で志木中をよりよい学校

にしていきましょう。 

 

４ 生徒会執行部の目標 

今年度の生徒会執行部の目標 

「気持ち良く過ごせる 

学校づくり」 

「気持ち良く過ごせるようにする」ということ

には、様々な観点から評価できる、総合的な

力が必要です。 そして、 私たち執行部は、 

志木中にそういった力のある学校になってほ

しいと願っています。また、 「気持ち良く過ご

せる」状態は、 これからさらなる高みを目指し

ていくための基礎となってくるものです。 部

活動、 勉強など、 何についても、 普段の生

活に不満を感じている状態では、いい結果は

出せません。 「部活動を強くする」 「勉強が

できるようにする」などの目標を立てるときに、

必要になるものです。 今の志木中が、 今後

さらに発展していくために、 高みへの第一歩

として、 この目標を達成し、 次の代へつな

げていきたいと思います。 

目標達成のために、執行部としても企画を

立て、活動していきます。そして、それには皆

さんの協力が必要不可欠です。 執行部の活

動にご協力をお願い致します。 

 

 

 
５ 生徒会執行部の日頃の活動 

 
あいさつ運動 

志木中の挨拶をよりよくするため、 

毎朝校門で挨拶をします。 

 

 
缶回収活動 

地域や生徒の各家庭から、アルミ

缶・スチール缶を回収します。缶

回収の収益は、生徒会費として皆

さんの部活や委員会の活動費に

あてられます。 

*地域缶回収 
月に1度、 朝7時20分から地域の缶を

回収します。 昨年度同様、各委員会

とボランティアの方にご協力を頂き行

います。  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６ 生徒会執行部企画の活動 

生徒会執行部の目標」で示した、執行部

の目標達成のために、前年度から継続、 ま

たは新たに企画する活動です。 目標に向け

て、 「気持ちの良い挨拶を増やす」 「生徒同

士互いに思いやりを持つ関係をつくる」 「環

境をきれいに保つ」という3本の柱をたて、そ

れぞれに一つずつの活動をすることを予定し

ています。 

 

（１）いじめ撲滅キャンペーン「結カード」 

生徒同士の良い関係づくりの第一歩とし 

て、いじめを無くすことを目的とした活動

です。この活動は、 「結カード」というカー

ドに書かれた、いじめや人の嫌がることを

しない、という旨の「いじめ撲滅宣言」に賛

同する生徒に配布し、志木中のいじめ撲

滅を推進する活動です。 「結カード」は、 

「いじめ撲滅宣言」の内容が書かれたカー

ドで、 このキャンペーンに参加してぃると

ぃう意識を常に持ってもらうため、配布す

るものです。 カードの名前は、 一昨年度

の執行部が、志木中生がお互いを理解し

あい、多くの人と良い関係を築くことで、い

じめをなくしてほしいという願いを込めて

付けた名前です。 

 

  

「ハートフル運動」 -- 

生徒集会 

毎月1度全校生徒で集会を開き、

その企画運営・司会進行に当たり

ます。集会では、 執行部や委員会

からのお知らせ、 表彰などを行い

ます。 

 

 

ボランティア活動 

１ 募金活動 

赤い羽根、ユニセフの募金を予定してお

ります。また、国内外での災害・戦災発生時

には、 緊急募金を行いたいと考えていま

す。 詳細は、 実施が決まり次第、 生徒集

会や放送でお知らせします。 

２ 支援活動 

○ベルマークコンクール：各クラスでベル

マークを回収してもらい、その点数を集計し

て、多かったクラスを表彰します。 回収した

ベルマークは、皆さんの学校生活に役立つ

備品購入の資金にあてられます。  

○P B Cコンクール：各クラスでペットボトル

キャップを回収してもらい、その量を集計し

て、多かったクラスを表彰します。 回収した

ペットボトルキャップは慈善団体に送られ、

ワクチンに替えられます。 そして、 世界中

のワクチンが足りない国の子どもたちに送ら

れます。 

○その他の活動：書き損じはがき、プリペイ

ドカード、ペットボトルキャップ、使用済み切

手を回収し、 各団体に寄付します。 回収

箱を、職員室前の集配ボックスの上に設置

します。 

 



 

 

志木中学校「いじめ撲滅宣言」 

～平成２８年度 志木中学校生徒会執行部～ 

 

志木中学校生徒会執行部では、志木中学 

校をよりよい学校にするために「いじめ撲 

滅宣言」を発表しました。 

 お互いを理解しあい、いじめのない学校 

を目指すことをスローガンに据え、いじめ 

をなくすために、お互いの理解がとても重 

要と考え、まだ知らない人、話したことの 

ない人とも関わりを持ってほしいという願 

いを込めて宣言しました。 

全校生徒に、いじめ撲滅宣言書「結」カー 

ドを配布し、宣言に同意する形でカードに署 

名します。 

「私は、志木中のいじめ撲滅に参加します。」 

という意志を表す証明書となります。  

カードのサイズは、生徒手帳に合わせたも 

ので、常に携行してもらいます。 



（２）「ハートフル運動」 

挨拶に関する活動と して、 志木中の挨拶

をより活発にするために、 全校生徒にあいさ

つ運動をしてもらうものです。各クラスから出

席番号順で班を決め、班ごとに運動に参加し

ます。 班は日替わりで交替します。運動の時

間は、朝の8時から8時15分までの15分間で

す。 
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７ 平成28年度企画の活動 

（１）「志木中クリーンプロジェクト」 

志木中の環境をきれいに保つために行う活
動です。 定期的に、 コンクール形式 
で各クラスの清掃状況を評価して表彰を行

い、 志木中の清掃状況の把握、 美化への

意識付けを行います。 

コンクール期間中、 各クラスの教室で授業

をされる先生に、 美化の状況についてのチェ

ックシートを記入して頂き、それを集計します。

そして、その結果が優秀だったクラスを、生徒

集会で表彰します。 また、 チェックシートの

結果は各クラスの担任の先生にも報告し、環

境の改善に役立てて頂こうと思つてぃます。 1 

学期中に2回、2学期中に4回、各回とも3日間

の実施を予定しております。 

 

（２）定期アンケートの実施 
定期的に全校アンケートを実施し、 校内の

問題の把握、 改善に努めていきます。 1学

期中に1度、 2学期中に2度の実施を予定し

ております。また、必要に応じて臨時で実施す

る場合もあります。 

 

  

 



 


