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六中だより
【教育目標】○責任を重んじる

○学習に励む
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○健康なからだをつくる

○美しい生活を求める

在校生から新入生に贈る「メッセージ」

昨年度末に、１・２年生（現２・３年生）の皆さんに「新たに迎える新入生へのメッセージ」として、
① 「私の学校自慢」を５つ挙げてみましょう。
② これらの中でも、私の学校「文京区立第六中学校」の最も自慢できるところは、…。
というように、自慢できる５点とそれに続く「一番推し」の学校自慢を書き記してもらいました。すでに 1 年生の
フロアに掲示してありますが、様々な視点からとても良いことが書かれていますので、保護者、地域の皆様にもご
紹介したいと存じます。これからも、生徒の皆さん全員の力で六中をより良い学校にしていきましょう！

各学年・ 合計で２５%以上の支持を受けた
「私の学校（六中）自慢」のランキング
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各領域の「内容」
◆「育ち」の領域
行事、仲間、先輩、部活動、生徒会
◆「学び」の領域
学習、授業、応援塾、先生
◆「環境」の領域
施設、設備、景色、給食

① 「『私の学校（六中）自慢』を５つ挙げてみましょう」について
それぞれが挙げてくれたものを分類し、２５％（１／４）以上の支持を受けたものを数値の高い順に示したのが、
上の左の表です。全体では、近代的できれいな校舎に代表される「施設」が７７．５％と高い支持を集めました。続
いて、
「先生」
「給食」
「行事」
「仲間」の四つが約半数の支持を集め、これに続いています。現３年生では、応援塾や
授業など、学習に関することを挙げる生徒が多く見受けられます。
② 「私の学校『文京区立第六中学校』の最も自慢できるところ」について
現２・３年生が挙げてくれたものを領域ごとに整理したものが、上の右のグラフです。集団の学びにつながる「育
ち」の領域に関する内容が半数近くを占め、
「学び」の領域も「環境」の領域をやや上回る支持を得ています。
１年生の皆さんも、先輩たちが感じていることを参考にしながら、ぜひ自分ならではの「学校（六中）自慢」を見
つけてください。きっと、学校生活がより楽しいものになることでしょう。
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◆◆◆・ 私の学校「文京区立第六中学校」の「最も自慢できる」ところ・ ◆◆◆
【「学び」の面】
＜学

習＞

○ 宿題は、決して多くはないけれど少ないわけでもない。頑張ってやればできる量なので、努力を忘れなければ
決して苦労することはないと思います。
（２年）
○ 学ぶ機会がたくさんあることだと思います。先生が親身になって教えてくれたり、六中応援塾で分からないと
ころは個別に聞くこともできます。体育は、格技室やアリーナ、プール室などを使って行うのでとても楽しいで
す。六中での３年間は、本当に充実したものになると思います！（３年）
○ 頭の良い人が多いというところです。教育目標である「学習に励む」ことをしている人が多いと思います。すご
いなぁと思うことがよくあります。皆も勉強頑張って！（３年）
○ 総合的な学習の時間が活発で内容が濃いところ。例えば、私たち黄色学年で言うと最先端の医療技術を研究し
ている会社の見学やそこに勤めている方のお話を聞いたり、質問力を鍛える講座等、座学では学べないようなこ
とを学べたり、授業を通してたくさんの人の考え方、価値観を知ることができる。すごく自分の価値観や世界が
変わるし、将来のことや進路についての勉強にもなる。
（３年）
○ 生徒一人一人の真面目に授業を受ける姿勢だと思う。まず、自分のために頑張ろうという向上心、心掛けが自
慢。次に、授業を一緒に受けている友達の集中力を切らさないようにする日々の気遣いが自慢になるのではない
かと思う。今の状態よりもっと上の授業態度を目指して私も努力していきたい。
（３年）
○ 「学力が高くなる」です。なぜなら、他の学校と比べてテストが難しいことと、周りの人たちが勉強もできるの
で皆で競い合ったりするので、自分の学力はかなり上がります。
（３年）
○ 資料が豊富という点です。調べ物がしやすく、また授業で配布されるプリント類も良くできていて復習に役立
てやすく、テスト前などにはとても重宝できます。テストの際などには、そのプリントを見ることで授業の理解
度を上げてくれます。また、種類も教科ごとに多く、より細かい部分まで学習することができます。
（３年）
○ テスト１週間前に「予想問題」が配布されることと、
「六中応援塾」で大学生たちに勉強を教えてもらえること。
この二つは、特にテスト週間に利用すると良い！大学生たちの教え方は分かりやすく、予想練習問題も分かりや
すいから、すごく便利！（３年）
○ 生徒一人一人がそれぞれ勉強に集中することができるところが、私の学校の最も自慢ができるところだと思い
ます。六中応援塾などを活用すると、さらに勉強に集中できると思うので、ぜひ使ってみてください！（３年）
○ 定期テストの前に、学級委員が作った試験対策プリントが配られることです。各教科１～２枚のプリントが配
られ、その問題が定期テストの中で出ることもあります。試験前に配られるそのプリントは、各教科の重要なと
ころが記入されています。また、プリントを通して復習をして、テストにとても役立っています。
（３年）
○ 学級委員が、試験対策のプリントをすごく時間をかけて作ってくれることです。その中からけっこう問題が出
ることが多いです。
（３年）

＜授

業＞

○ 授業中に笑えることが１回以上あり、楽しく授業を受けることができて、いろいろなことが分かるので、先生
たちや授業が面白いというところです。
（２年）
○ 授業が分かりやすいことです。例えば理科の授業では、先生が手づくりの模型や本物の動物の頭蓋骨などを使
って教えてくださるので、なぜそうなるか理由をしっかり理解することができます。社会の授業では、歴史だっ
たら当時の人がどのような生活をしていたか写真や時代劇などを見せて教えてくださるので、とても楽しいです。
（３年）
○ パソコンを使った授業を積極的に行っていること。調べ学習はもちろん、国語の発表や理科のレポート作成な
どで効率良く作業できる。また、技術ではパソコンの基礎的な機能を学べる。（３年）
○ 「授業が面白い」ことです。例えば、社会では映像を見て感想を言う。そういう生徒の自主性を尊重し、積極性
を高めてくれる授業を行っています。教科書だけではなく、先生の雑談（豆知識）にも注目です。様々な方法で私
たちの意欲を高め、授業中に気が付いたら笑ってしまっている、そんな授業をしてくれる先生がいる学校は、六
中だけなのではないでしょうか。そのため、
「授業が面白い」が最も自慢できることだと思います。
（３年）
○ 授業の質が良いというところです。特に、理科では実験をたくさんできます。実験をたくさんできるので、その
単元を理解するのにとても役立ちます。
（３年）
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○ 「授業が充実していること」
。先生が授業に真剣なだけでなく、生徒も真剣！授業の質が良い！（３年）
○ 理科の授業で実験ができるところです。先生の話によると、他の学校はやりたくても理科の実験ができないと
ころがほとんどだと聞きました。しかし六中は、何が何でも実験をさせてくれます。そのため、これが私の一番の
自慢です。
（３年）
○ 授業が分かりやすいことです。一人一人の先生が面白く、理科の授業などでは実験をやったり、グループの活
動も多いです。質問にもしっかり分かるまで教えてくれます。授業外でも、相談に乗ってくれたり、雑談でも話し
てくれます。
（３年）
○ 授業が分かりやすいことです。理科では先生が実際にモデルを作って分かりやすく説明してくれます。また、
実験も多く理解しやすいです。数学や英語では三つのクラスに分かれて行い、自分の進度によって授業が変わる
ので理解しやすいです。社会では映像や画像が多く、授業は楽しく分かりやすいです。ほかの強化の授業も工夫
されていて分かりやすいです。
（３年）

＜六中応援塾＞
○ 六中応援塾があることです。テスト前などは特に、大学生が中心に分からない問題や詳しく知りたいことなど
を学校で勉強することができ、とても良い場所です。（２年）
○ 集中して学習できる環境であるところです。放課後には、
「六中応援塾」が開かれます。六中では、先生が積極
的に勉強を教えてくれるので、そのことが六中の一つの魅力にもなっています。
（２年）
○ 六中応援塾があるところです。六中応援塾には、大学生の方々がいて、勉強についていろいろアドバイスをし
てくれます。また、学校の宿題を解いたり、塾の宿題などにも取り組みます。とても集中できて、勉強がはかどる
場所です。
（２年）
○ 私の学校の最も自慢できるところは、六中応援塾があり、放課後にそこで自習ができ、スタッフは分からない
ところを教えてくれるところです。なぜなら、六中応援塾に自ら行って学習することで、自主性が身に付くから
です。
（３年）
○ 六中応援塾で先生が分からないところを丁寧に教えてくれるところです。授業内で分からなかったところや苦
手な部分を分かるまで教えてくれます！（３年）
○ 私が一番自慢できるところは、
「六中応援塾」があるところです。自分が自習したいものに取り組むことができ、
分からないところがあったら近くにいる大学生に聞くことができます。テスト前などにオススメです！（３年）
○ 「六中応援塾」が設置されているところです。生徒会本部が管理していて、本校の中学生であれば誰でも利用で
きる自習室となっています。東京大学などの周辺大学から来校するサポーターから勉強を教わることもでき、学
習意欲の高い六中ならではの取組と言えます。
（３年）
○ 六中応援塾があることです。放課後に自習室として「六中応援塾」があり、そこでは自習するだけでなく、大学
生の方や六中ＯＢの方が来てくださり、分からないところは質問することができます。周りの視線をさえぎった
個人のスペースもあるので、集中して勉強することができます。
（３年）
○ 「生徒の学習を支える六中応援塾がある」ことです。六中応援塾では、授業で分からなかったところや、予習と
復習を手伝ってくれる近くの大学生たちが先生になってくれます。一人で集中できる空間もあります。（３年）
○ 六中応援塾があるところだ。現役大学生たちが、解けない問題などを分かりやすく解説してくれるとても良い
ところだと思う。また、ここでは図書館並みに静かな空間なので集中しやすく、一人で課題を終わらせるのにも
向いている。授業料はかからず、毎日午後５時半までやっているので、時間があればぜひ参加してほしい。
（３年）
○ 六中応援塾などを通して生徒の自主的な学習がサポートされているところだと思います。普段から生徒が課題
に取り組んだり、ボランティアの大学生に質問して教えてもらったりすることができ、利用してみると良いと思
います。
（３年）
○ 「六中応援塾」があり、勉強に集中できる環境が整っていることです。ぜひ活用してみてください。
（３年）

＜先

生＞

○ 先生たちが面白いところです。授業が面白いから、楽しく内容が頭に入ってきます。学習環境も整っています。
また部活では、たくさんの種類があります。ぜひ自分に合った部活を見つけてください！（２年）
○ 「先生方が優しい」ところです。授業で分からないところがあれば、先生方が優しく教えてくださいます。新し
い環境で緊張するかもしれませんが、頑張ってください。（２年）
○ 先生が優しいところです。どんな質問にも詳しく答えてくださり、悩みを聞いてくださったりと、自分と真剣
に向き合ってくれるところがとても良い点です。また、話がとても面白いので、次の授業が楽しみになるところ
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でも自慢できます。
（２年）
○ 先生が良いところです。なぜなら、時に厳しく、時に生徒の要望を聞き入れる理想の先生像だからです。厳しい
ことは、良くないイメージを抱きがちですが、逆に厳しいからこそ自分の細かなミスに気付いたり、
「なにくそ！」
と奮い立たせる原動力にもなります。それが第六中学校の人気の一つでもあります。
（２年）
○ 「先生たちが面白い！優しい！」ことです。私の学校の先生たちは、いつもふざけている人などにツッコミを入
れ、クラスのみんなを笑わせてくれます！また、先生たちに悩み事を相談すると、すぐに行動してくださり、解決
してくれます！（２年）
○ 先生がとても面白く、いつも笑っていられる。授業中に息抜きとして面白味を見せてくれるから、授業中に飽
きない！＜個人差があります。＞（２年）
○ 先生方が優しいところです。初めて六中に入ったとき、教室などの位置が分からなかったら、先生たちがゆっ
くり教えてくれます。行事を行うときも、分からないことがあったら丁寧に説明してくれます。（２年）
○ 先生方と生徒の仲が良いところです。休み時間などで、生徒と先生方が積極的にコミュニケーションをとって
いるところをたくさん見たことがあります。悩みごとや自慢したいことなど、話したいと思ったことは、近くに
いる先生に話してみましょう。
（２年）
○ 親身になってくれる先生がいるところです。何かが分からないときは、聴けばすぐ答えてくれ、どんなときで
も優しく接してくれるところです。
（２年）
○ 先生が優しいです。授業中に先生はいつも真剣な態度で教えてくれます。難しいところでも、先生は熱心にゆ
っくり説明してくれます。部活動の後、職員室を見ると先生方が集中して明日の授業の準備をしています。僕は
とても感動しました！（２年）
○ 「先生たちが面白い」ということです。どの先生もよく授業に関連して雑学であったり、経験であったりを話し
てくださいます。その内容は、先生ごとに個性が出ていて飽きません。また、これがあることにより、授業への期
待感や満足度が一気に上がるのではないでしょうか。（３年）
○ 「授業の工夫がすごい！」
。先生それぞれ独自の楽しい授業で、勉強が苦手でも楽しく授業に入り込むことがで
きます。先生に質問、相談すると真剣に聞いてくださり、分かりやすく的確に教えてくださいます！（３年）
○ 先生方が、分かりやすい教材やプリントを作ってくださることです。難しい単元や理解しにくい単元など分か
りやすく伝わるように教材を作ってくださったり、テストが近付いてくると「テスト対策プリント」を作ってく
ださったりします。
（３年）
○ 勉強や学校生活をサポートしてくれる先生が多いことです。定期テストの前に分からないところやもう一度説
明してほしいところを強化の先生に聞きに行くと、丁寧に質問に答えてくれて、中には放課後に時間をとって教
えてくれる先生もいます。人によって合う、合わないはあって当たり前ですが、皆さんもきっと六中で勉強、進
路、友人関係など気軽に話せる先生と出会えると思います。
（３年）
○ 物理的にも精神的にも生徒と教師の距離が近いので、生徒と教師がすぐに打ち解けることができる。なので、
クラス全体の雰囲気がとても明るくなり、生徒と教師の信頼関係がとても良いものになると思う。
（３年）
○ 先生方の授業がとても分かりやすいし、それぞれの教科で教え方も様々でとても面白いです。また、授業以外
の面でも生徒のことをよく見ていて、進路のことで不安だったり、友達同士のトラブルなどでも寄り添ってくれ
るので、とても心強いです。もちろん厳しいところもたくさんあるけれど、その中で自分らしく仲間と協力して
活動できるのがとても楽しいし、自信にもつながります。様々な場面で生徒の気持ちを尊重してくれる自慢の学
校です！（３年）
○ 先生が優しく、面白く、授業がとても楽しいところです。理科は実験、数学はたくさんのプリントで面白い問題
が、国語では様々な物語や文章、社会では工夫された様々な資料、副教材もとっても面白いです。勉強をするのが
間違いなく好きになります！一つ一つの授業に異なる魅力が多く、本当に楽しいです！丁寧に教えてくれて、質
問もたくさんできます！その他にもたくさん自慢できることがあります！（３年）
○ 信頼できる先生が多いところ。自分がやってみたいことを様々な面からサポートしてくれたり、悩みや嫌なこ
と、心配事があるときにはすぐに対応してくれる。相談をしたときには、必ず丁寧に話を聞いてくれたり、アドバ
イスをしてくれる。学校生活や家庭内などで困ったことがあったときには、一度先生に相談してみよう。きっと
力になってくれるよ！（３年）
○ 「先生が優しい」ということです。授業中、授業外の関係なく、分からないことなどを優しく教えてくれたり、
生徒が進路や人間関係で悩んでいたら親身になって相談に乗ってくれます。先生方が優しいからこそ学校全体が
とても良い環境になっているのだと思います。
（３年）
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【「育ち」の面】
＜行

事＞

○ 行事です。本番前は、クラスや学年で協力して準備をして、本番はとても盛り上がり、とても楽しかったです。
また、先輩はとてもやさしく、部活はとても楽しいです。（２年）
○ 六中は、春に運動会があり、夏にプールがあり、秋に合唱コンクールがあり、冬に百人一首大会があるなど、１
年間でたくさんの行事があります。他にも特別行事があったり、八ヶ岳や修学旅行で京都に行ったりもします。
（２年）
○ 私がこの学校で一番自慢できることは、行事への意欲があり、どの行事でも楽しむことができることです。さ
らに多くの行事があり、毎学期を楽しく過ごすことができるのも自慢です。
（２年）
○ 行事に熱心な学校で、体育祭や合唱コンクールでは皆団結して盛り上がります。行事のみならず、日常生活も
楽しいものとなっています。
（２年）
○ １月に開催される「百人一首大会」です！みんな３か月くらい前から国語の時間などに百人一首を練習し、ク
ラス対抗で戦い優勝クラスは表彰されます！めっちゃ楽しいので、期待していてください！（２年）
○ 行事についてです。実行委員を中心にクラス全員で協力して、運動会や合唱コンクールなどの行事に取り組み
ます。みんなでつかみ取った勝利は、とてもうれしいです。また、先輩や先生、コーチはとてもやさしく教えてく
れるので、部活に入って好きなことに打ち込めるのも良いところだと思います。
（２年）
○ 行事が毎回、ボリュームがすごく、見ていて楽しく、いつまでも見ていたい気持ちになります。また、実行委員
がとても頑張っています。僕は、特に学習発表会が一番楽しかったです。
（２年）
○ 行事に一生懸命なところが、最も自慢できるところです。なぜなら、合唱コンクールや百人一首大会など、リー
ダーを中心にクラスが一団となって行事に取り組めているところが良いと思うからです。
（２年）
○ 行事ですごく盛り上がるという点で、運動会や音楽会などの行事に対する気持ちが強いです。運動会では、リ
レーで応援している姿や六中の伝統でもある「六中ソーラン」など様々な種目で盛り上がります。
（２年）
○ 行事が楽しいことです。各行事に実行委員がいて、一人一人が責任をもって仕事をしてくれるため、行事がと
ても充実しています。そして実行委員を中心に、各クラスで行事で活躍するための練習をします。結果がどうで
あれ、みんなで協力した日々はクラスの絆を深めてくれます。だから、
「行事が楽しいところ」が、六中の一番の
自慢できるところだと思います。
（２年）
○ 「行事がたくさんあり、どれも楽しい」というところです。体育祭では、みんなで協力し合いながら優勝を目指
して頑張ることで、クラスのみんなとの絆が深まります。また、先輩方のカッコいい姿を見ることができます。私
も初めてその姿を見たときに、憧れの存在となり素晴らしい先輩方だなと感じました。（２年）
○ 合唱コンクールや体育祭、百人一首大会など様々な行事があるところです。体育祭では、１００ｍ走や大繩、全
員リレーなどたくさんの種目があって、どれも白熱した戦いになります。また、合唱コンクールでは、歌声が響き
渡り、とてもきれいなハーモニーをつくり上げます。どのクラスの合唱もとてもきれいで迫力があります。
（２年）
○ 学習発表会や百人一首大会で、クラス全体で協力することの大切さを学べる、団結力を高められるということ
です。クラスで競い合う大きな行事なので、六中全体が燃え上がります。
（３年）
○ 「行事が充実している！」というところが、僕にとって最も自慢できるところです！「行事が充実」しているこ
とによって、新しいクラスの人とのふれあいの場が増えて、より楽しい中学校生活を送ることができます！また、
クラスで競うことによって、３年生や２年生とよりなじめるようになり、学習もはかどるのではと思います。
（３
年）
○ 「いろいろな楽しいイベントがある」ところです。六中三大行事の「運動会」
「学習発表会」と「百人一首」の
他にも、委員会のイベントなどがあります。たくさんのイベントを楽しむことができるし、委員会に入って委員
会の人たちとイベントを考え、実行することもできると思います。（３年）
○ 行事が充実していることです。六中の三大行事である「運動会」
「学習発表会」
「百人一首大会」は、クラスが一
丸となって行われます。運動会は、六中ならではの競技がたくさんあり、とても面白いです。
（３年）
○ 「行事などに積極的」
。学習発表会や運動会などの行事はもちろん、あいさつ週間などのちょっとしたイベント
にも熱心なのが良いところです！（３年）
○ 「行事がとても充実しているところ」です。学校生活を送っていて思うことは、行事があると楽しいし、思い出
にもなって、そのクラスの団結力を深めることができるということです。この点から、行事がとても充実してい
るということは良いところだなと思ったからです。
（３年）
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○ 「行事への熱意が素晴らしいところ」です。最初の行事は「運動会」。六中の伝統である全校ソーランはとても
白熱しますし、カッコイイです。２学期には「合唱コンクール」があります。練習で意見がぶつかることも多々あ
りますが、本番を終えた後は、達成感で心が満たされ、クラスの団結が深まると思います。３学期には「百人一首
大会」があり、国語の学習が生かされるだけではなく、札を取れたときの喜びは経験しないと分からないものだ
と思います。
（３年）
○ 私が一番自慢できると思うところは、行事が楽しいというところです。特に、１年に１回ある運動会は、各クラ
スでの熱い戦いが繰り広げられます。また、先輩とも仲良くなることができます。今から楽しい楽しい運動会を
楽しみにしていてください。
（３年）
○ いろいろな行事、活動が多いというところです。校外での活動も毎年あったり、委員会活動では、どの委員会も
積極的に活動し、様々なイベントを行ったりしています。学級活動でも学校で楽しく過ごせて居心地が良く、目
標などを達成するために工夫し、活動が行われています。（３年）
○ 運動会でやる「全校ソーラン」
。１年生から３年生までが校庭という一つの会場で行うソーラン節。迫力がすご
い。特に３年生がすごく、心にある熱い気持ちを踊りで表現しているよう。全員の気持ちが一つになったときの
一体感は、忘れられない！（３年）
○ 行事が充実しているところです。運動会や百人一首大会など、一つ一つの行事にとても力を入れています。当
日までの練習の多さや気合の入れ方からもそのことがよく分かります。行事を成功させた後の喜びは本当に大き
いので、ぜひ行事を楽しみに待っていてください。
（３年）
○ 団結力があり、自分たちで行事を創り上げられるところです。特に六中の三大行事の一つである学習発表会の
合唱では、毎年３年生の美しく迫力のある音色が響き渡ります。
（３年）
○ 合唱コンクールです。各学年の優勝したクラスが発表された後、３年生の優勝したクラスの「アンコール合唱」
があります。そのクラスの担任の先生が指揮をしたり、一緒に歌ったりします。３年生だけでなく、１・２年生も
「感動」の渦に巻き込まれます。
（３年）
○ 行事での団結力！今まで様々な行事を行ってきたけれど、やっぱり六中の三大行事である。運動会、合唱コン、
百人一首大会の盛り上がりはすごい！１年生の頃は、運動会が５月とすごく早くにあって不安も大きかったけれ
ど、練習を重ねるにつれてクラスの仲が深まり、とても良い思い出になった！（３年）
○ 行事が充実しているところだと思います。六中には大きな行事が三つあり、運動会、学習発表会、百人一首大会
があります。これらの行事はクラス対抗であり、各クラスが勝つために団結していくときはすごく成長が感じら
れ、とても楽しいものです。なので、最も自慢できるものは、行事の充実さだと思います。（３年）
○ イベントが多いところです。六中では、学習発表会や百人一首大会、運動会などがあって、楽しむことが多いで
す。六中では特に学習発表会や運動会のために練習したりもします。
（３年）
○ 行事に全員が全力で取り組むため、クラスでの良い思い出ができるというところです。１年の中で様々な行事
が行われますが、それぞれ実行委員を中心にクラス一丸となって頑張ります。負けてしまってもクラスの絆は強
く結ばれます。３年間の中で素敵な思い出が残るように、全力で取り組みましょう☺ 。
（３年）
○ 行事の取組に熱心なところです。例年は、１学期に運動会、２学期に学習発表会、３学期に百人一首大会があり
ますが、どの行事でもクラス一丸となって行事の成功のために一生懸命取り組みます。もちろん勝敗にもこだわ
りますが、それ以上に行事後の達成感があります。
（３年）
○ 運動会は、他の学年の同じクラスと協力して戦うため、より一層盛り上がります。また、六中ソーランも全校生
徒で踊るため、楽しむことができます。
（３年）
○ 生徒に協調性があるところです。今年は、２学期の同じ日に運動会と学習発表会の日が重なりました。どの学
年も他のクラスに負けないよう、自分たちで助け合い、高め合う姿が見られました。
（３年）

＜仲

間＞

○ 何か行事があるとクラスのみんなが一つになって、さらに仲を深め、より団結ができるところや、誰かが困っ
ていたらみんなが助けてくれたりするところなど、六中生はとても優しいです。また、授業が面白く、分かりやす
く丁寧に教えてくれるので、楽しく授業が受けられます。何か分からないことがあったら、ぜひ聞いてください。
（２年）
○ いつも誰かに相談できることです。なぜなら、六中にはいつでも相談できる仲間がいて、先生からもアドバイ
スをもらえます。何より、気軽に話せることが最も自慢できるところです。
（２年）
○ 学校の雰囲気が良く、
「明るく行事を盛り上げてくれる」というところです。先輩が怖いという感じはなく、行
事など、先輩方が引っ張ってくださったり、みんなが笑顔になるように盛り上げてくださったり、とても良い先
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輩ばっかりです☺ 。
（２年）
○ 生徒の自主性が高く、先生も任せてくれることが多い！そのため、自分たちで「気付き」
「考え」
「行動する」こ
とができる先輩がとても多くて、考える力が身に付いて、授業がものすごく楽しく、行事も「みんなで協力して頑
張ろう！」と誰もが思いやすいところ。
（２年）
○ 「とにかく楽しい」ところです。明るくて、いい人ばかりだけど、面白いところもたくさんあって、皆毎日笑顔
でとっても楽しいからです。学校にいると、１日が終わるのがとても速く感じます！☺ 毎日が楽しいです☺ 。
（２
年）
○ みんな仲が良いことです。理由は、クラス内であまりケンカなどがなく、ケンカがあったとしても、すぐ仲直り
ができるからです。
（２年）
○ 協力し合えるところです。学年を越えてみんなが協力して、運動会などが成功しています。昨年の運動会では、
それぞれのクラスが協力し合って、勝ったクラスも負けてしまったクラスも楽しめた運動会だったと思います。
この学校は、楽しく良い学校です。
（２年）
○ 六中生は、みんな仲が良くて六中内はいつも明るいこと！そして、その明るさがあるからこそ、六中内では笑
いが絶えず、いつも楽しい。
（２年）
○ 仲良く、助け合いができるところです。いろいろな人がいる中で、先輩、後輩の関係なく協力し助け合いがで
き、仲良くなれるところが六中の最も自慢できるところだと思います。（２年）
○ みんなが仲良しということです。なので、休み時間はとてもにぎやかになります。楽しい３年間がきっと送れ
るはずです。また、生徒だけでなく先生とも仲が良いので、テスト対策などが聞けます。
（２年）
○ それぞれが違って個性をもっていて、それぞれがとても明るく、一日一日を仲間を大切に過ごせる！また、一
人一人が規律を守り、責任感が強く誇り高い生徒が多い！家にいるような安心感！すべてが自慢。
（２年）
○ みんなの仲が良いところです。昼休みには、校庭やアリーナなどでみんなで仲良く遊んでいます。また、仲が良
いだけでなく、合唱コンクールなどの行事では団結力も生まれ、みんなで協力し、失敗してもフォローし合いな
がら成功させることができました。
（２年）
○ 「生徒同士の仲が良い」ところ。合唱コンクールや百人一首大会（行事も充実！）、部活等を通してさらに仲を
深めることができた。クラスでもお互いをフォローし合えるとてもやさしく温かい雰囲気がある！行事では、ク
ラス一丸となり、団結して取り組むのでとても楽しい。
（２年）
○ 生徒のみんなの仲が良く、何事にも団結ができ、助け合えるところです。行事などでよく分かります。準備から
本番まで、一人一人が全力で取り組んでいます。毎日お互いを高め合っています。（２年）
○ クラスの人たちや部活の先輩たちは、いつも優しく分からないところはすぐに教えてくれたり、落とし物をし
たときもすぐに拾って渡してくれたりするとても思いやりのある生徒ばかりです。僕も助けられたことがたくさ
んあります。六中の人たちは、良い人ばかりです。
（２年）
○ 話合いの活動で意見が多く出るところです。意見をたくさん出してくれるので、発言しやすい環境になってい
て、他の人の意見の付け足しなど、どんどん質の良い話し合いになっているところが自慢できると思います。
（２
年）
○ 明るい雰囲気で、生徒は毎日笑顔で学校生活を過ごしています。みんなで助け合い、何事にも一生懸命に取り
組み、より良い学校生活を送っています。
（２年）
○ みんな仲が良いところ。休み時間には、皆いつも元気に仲良く遊んでいます。また、休み時間と授業の切り替え
が速いのも自慢できるところです。行事では、皆で協力して練習などに取り組んでいます。（２年）
○ 優しいクラスメイトや先生がいて、自分でも知らないところで自分の言動が見られていたり、気に掛けていて
くれたりすることで、自分の頑張りが認められやすいというところです。もしかしたら、六中に入ることにより
今まで気にも留めていなかった長所を自覚でき、新たな一面を発見できるかも…？六中に入り、
「自分」を探しつ
つ、充実した学校生活をぜひ送ってみてください！（３年）
○ 友達と仲が良いところです。一つの小学校から六中に来るわけではなく、たくさんの小学校から集まってきて
います。まったく知らない人とでも同じクラスになったり、同じ部活になることで仲良くなることができます。
同じ小学校じゃなかった人とも、もともと仲が良かった人と同じように仲良くなれるところが六中の一番の自慢
じゃないかなって思います。
（３年）
○ みんなの仲が良いということです。クラス、学年を越えてみんなの仲が良いし、男女の仲も良いです。特に先生
と生徒の仲はとても良いです。なので、学校全体がにぎやかになっています。（３年）
○ 「クラスでそれぞれオリジナルの雰囲気がある」ことです。なぜなら、同じ１００人くらいだとしても学年が上
がったりしてクラス編制が変わると、昨年とは全然違った空気感の中で生活でき、学年が終わると寂しいけれど
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期待もできるからです。
（３年）
○ 生徒数が比較的多いので人脈が広がり、ノリの合う人や勉強、部活のライバルが見つかるというところです。
六中には、お互いを高め合える環境があり、自分の力を伸ばすことができます。
（３年）
○ 「お互いを高め合える」ところです。勉強熱心な生徒が多く、教科でコース分けされたりするので、
「もっと成
績を上げたい！」
「テストの点数を上げたい！」と思って勉強の意欲が出たり、モチベーションが上がります。
（３
年）
○ 皆が発言を多くすることです。皆がいろいろな意見を多くもち、その意見を共有し合い、いろいろなことを考
えることができているところが自慢です。
（３年）
○ どのクラスの雰囲気も温かいことであると思います。１年間共に活動する「クラス」の雰囲気が、どのクラスも
温かいということは、３年間の中学校生活をより良いものへとしていけるからです。
（３年）

＜先

輩＞

○ 「先輩がとっても優しくて面白い」ことです！分からないところは丁寧に教えてくれて、大きなイベントでは
とても頼りになってくれました。また、私がボケを入れると優しくツッコんでくれます！皆さんもそんな先輩が
見つかりますように！（２年）
○ 先輩が優しく、頼りになるところ。先輩は、様々な場面で活躍しています。普段は下級生のお手本となり、部活
では下級生を引っ張ってくれます。六中には優しく、話しやすい先輩がたくさんいます。
（２年）
○ 先輩が優しいところです。部活でも練習のときに教えてくれたり、試合のときに応援してくれたりします。ま
た、委員会でも分からないことは教えてくれます。そのほかにも廊下や校庭で会ったときは、あいさつをしてく
れたり話しかけてくれたりします。
（２年）
○ 「先輩がとっても優しい」です！何か困ったことがあったら、すぐに助けてくれます！そして、日常の中でも合
うし「元気？」など、声を掛けてくれます！新１年生の皆さん、何か困ったことがあったら、僕たち２年生や３年
生に相談してください！（２年）
○ 先輩がとても優しいことです。学校で嫌なことがあったりすると、いつも相談に乗ってくれました。３年生も
２年生も１年生のことを気に掛けてくれます。１年生のことをサポートしてくれます。（２年）
○ 先輩や先生方がとてもやさしく接してくれるところです。なぜなら、私が入学したときは、
「友達がちゃんとで
きるのか」
「勉強についていけるのか」など、とても不安でいっぱいでした。ですが、先輩方に「安心して俺たち
がいるからいつでも頼って」と言われて、とても心強かったからです。（２年）
○ 私が「文京区立第六中学校」で一番自慢できるところは、先輩が優しいということです。理由は、私が入学した
ときに先輩方が優しくあいさつをしてくださって、うれしかったからです。
（３年）
○ 私が思うに、
「文京区立第六中学校」の良いところは、先輩が優しいということです。それに気付いたのは、部
活など上下関係構わず話しかけてくれたことです。
（３年）
○ 「先輩、後輩の壁があまりない」ことです。部活動等で、先輩は後輩に優しくしてくれたり、楽しく話をしてく
れたりすることを、私は１・２年の頃に感じていました。先輩、後輩の壁がないのはとても良いことで、休み時間
にも気軽に先輩と話せます。なので、私はこのことが最も自慢できると思います。（３年）

＜部活動＞
○ 部活の種類がとても多いことです。僕が初めてこの学校に来たときに、どの部活に入るのかたくさん悩みまし
た。ぜひ皆さんも部活を楽しめるように頑張ってください。また、どの部も優しい先輩がいるので、緊張せずに部
活体験を楽しんでください。
（２年）
○ 最も自慢できるのは、部活が楽しいということです。1 年生の最初のときに、先輩が面白いことを言ってくれて
緊張がなくなり、楽々部活に行けるようになりました。
（２年）
○ 部活の雰囲気が明るいところ！私の入っている創作文芸部は、上下関係があまりなく、ラフな感じで部活がで
きる！けっこうタメ口きいても大丈夫な先輩が多いからピリつくことが全然ない！（２年）
○ 部活に熱心に取り組んでくれるところ。上下関係は、部活内ではとてもしっかりしているけど、先輩方はみん
な良い人です。大会やコンクール、行事の前には、練習量を増やしたりアドバイスをしてくださったり、一つ一つ
のことに対する姿勢がすごいと思いました。バドミントン部、オススメです☺ 。とても楽しい学校です。
（２年）
○ 特に部活です。六中の部活の先生は、上手になるためにたくさんのことを教えてくれます。それに六中には仮
入部があり、自分で本当にやってみたいかどうかしっかり考えて入ることができて、後悔のないように入部する
ことができます。
（２年）
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○ 部活動で楽しく練習するための設備がかなり充実しており、とても練習しやすくなっているところです。また、
仲間の雰囲気が良く、明るく、楽しく部活動に参加することができる中学校だというところです。
（２年）
○ 「部活と勉強を両立できる！」
。六中では、年に４回ある定期考査２週間前から学習計画表を使って勉強の計画
を立てられるので、心おきなく部活に打ち込めます。１週間前になると、ほとんどの場合部活が停止になり、勉強
に全てを費やすことができます。さらに、私の入っているバスケ部では、長期休みに「宿題チェック」というもの
があり、長期休みの宿題も忘れずに期限を守って提出できます。
（３年）
○ 文化部でも運動の得意な人も入ること。自分に合ったものや、自分が本当にやりたいことができる。運動会の
部活対抗リレーで、文化部が運動部に勝つこともある。言い換えれば、
「自由度が高い」とも言える。ちなみに体
力テスト総合第１位の人が、美術部にいます。
（３年）
○ 運動部から文化部まで様々な部活があるところです。運動部は、バスケットボール部からバドミントン部、バ
レーボール部などがあり、文化部では、美術部や吹奏楽部などがあります。また、兼部可能な部活もいくつかある
ため、いろいろな部活動を体験することができます。それぞれ活動は違うと思いますが、違った面白さや楽しさ
があると思うので、ぜひ体験してみてください。
（３年）
○ 部活動が楽しいところです。たくさんの部の中から自分が好きな部に入部できます。活動内容も充実していて
成長できます。技術だけでなく、集団としての行動や礼儀も身に付きます。また、大会や試合を通して、他校の生
徒と友達になることもできます。
（３年）
○ 学業優先で部活ができるということです。部活は自分が好きだから入るものだと思います。中には部活はした
いけれど勉強はしたくない（提出物を出さない）という人もいるでしょう。もしくは、部活もしたいけれど勉強優
先がいいという人もいるでしょう。部活の先生もほかの先生も学業優先ということを理解してくれていて、
「部活
をするために勉強をする」ということもできます。
（３年）
○ 運動系の部活の種類が多いことだと思います。六中には、バレー部やバスケット部から卓球部やテニス部など、
たくさんの運動部があります。そのため、自分がやりたいことができる部活に入れると思います。
（３年）

＜生徒会＞
○ 生徒会の活動が盛んなところです。生徒会では、校則についてのアンケートを行ったり、新聞を定期的に発行
したりしています。生徒の意見を集め、それに対してどのような対応をとったかなどを私たちに分かりやすく発
信してくれます。
（２年）
○ 「生徒会や委員会の活動が積極的で楽しいところ」です。生徒会は、落ち葉掃きや六中開拓キャンペーンなど、
学校生活がより良いものになるように活動しています。また、各委員会では、リクエストＣＤなどの楽しいキャ
ンペーンを多く行っています。
（２年）
○ 生徒会や委員会のクオリティが高いところです。委員会活動があるときは、積極的に意見を出したり、イベン
トを定期的に行うなど、とても前向きです。生徒会の方々もアンケートを行ったり、落ち葉掃きなど六中をより
良くしてくれようと日々、とても努力されています。（２年）
○ 委員会、生徒会活動に積極的なところです。勉強だけでなく、学校のために動く場面でも、六中生は活躍してい
ます。委員会に入っていない人も、生徒会などで行うイベントの参加率が高く、生徒一人一人が自分の学校を創
り上げて行こうという気持ちがあります。
（３年）

【「環境」の面】
＜施

設＞

○ 僕は、教室がきれいで学習しやすいことが一番の自慢だ。この校舎は、最近できたばかりなので、インターネッ
ト環境が整っていたり、六中応援塾という勉強に集中できる場所がある。他の学校に比べたらとても勉強しやす
いので、それが僕の一番の自慢だ。
（２年）
○ 六中の校舎の中に入って、職員室、PC 室、教室のすみずみなど、どこでもきれいです。きれいなところに毎日
通えば、気持ちがゆったりして、中学校に入る前の緊張や不安などもなくなると思います。ぜひ中学校生活を楽
しみにしよう！（２年）
○ 校舎がとてもきれいなことです。他の中学校は、ここまできれいではありません。六中は、できたばかりなので
かなりきれいです。レンガ造りがとても素敵です。
（２年）
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○ 校舎がきれいということが一番自慢できます。なぜなら、他の学校ではないだろうというくらいきれいだから
です。また、様々な最新設備が整っているので、快適に過ごせます。
（２年）
○ 校舎のことです。六中の校舎は新しくて、とてもきれいです。また、地下から７階まであるので、私はどこに何
があるのか覚えるのに少し時間がかかりました。階段が長いので、１年生の教室がある４階まで荷物を持って上
ると疲れます。職員室は、窓から中が見えるので、先生がいるか確認しやすいし、話すところが広くて良いです。
（２年）
○ とても校舎がキレイで、しっかりと学習できる環境があるところです。教室はいつも明るく、外がしっかり見
えて学習に集中できます。授業もとても楽しいです。（２年）
○ 校舎がすごくきれい。廊下などを掃除していても、ゴミが全然ないです。校舎がキレイなので、過ごしていて気
持ちが良いです。校舎がきれいなのは、皆がきちんと掃除しているからでもあります。（２年）
○ 六中で最も自慢できるところは、校舎と校庭がきれいで大きいところです。校舎は地下もあり、全部で８階あ
ります。また、校庭は砂ではなくゴムチップでとてもきれいで、運動しやすいです。
（２年）
○ 過ごしやすい環境というところです。過ごしやすい学校なので、勉強にも集中しやすいです。過ごしやすい環
境は、委員会が問題点などを見つけて改善しているので、自分で過ごしやすい環境をつくれるように頑張ってく
ださい。
（２年）
○ 校舎がきれいなところです。他の学校とは、比べものにならないくらいとってもきれいです！外部も内部もと
てもきれいですが、特に体育館がきれいです。そして、一つ一つの教室などもきれいで、学習環境が整っている、
とても良い学校です。友達も先生も先輩方も皆、優しいです。（２年）
○ 校舎の中はいつもきれいで、トイレの中もものすご～くきれいで、クラスの中もきれいなので、楽しく勉強に
取り組むことができると思います。勉強も部活も楽しく、先輩たちも楽しいので、面白いと思います。（２年）
○ 「校舎が７階まであり、とてもきれい」なところです。校舎がきれいだと自然と気持ちが明るくなり、学校生活
がとても楽しくなります。また、学習室や少人数教室、追分ホール、格技室など、たくさんの部屋を有効に活用し
ているため、学習の幅も広がります。
（２年）
○ 校舎が明るいところが最も自慢できます。特に、６階にある追分ホールにたくさん太陽が降り注ぎます。窓が
半円の形なので、とてもおしゃれです。追分ホールでは、主に音楽の授業を行うので、歌声もよく響きます。
（２
年）
○ 校舎がキレイだというところです。校舎がキレイなおかげで、集中して授業に臨めます。また、アリーナも広く
快適です。
（２年）
○ 学校が綺麗なところです。理由は、毎日放課後の掃除にチェックがあり、みんながやる気を出していて、すみず
みまで掃除をしていることで１階から７階までいつも綺麗だからです。いつも綺麗なのはすごいことだと思いま
す。
（２年）
○ 私が六中で最も自慢できることは、校舎がきれいだということです。これは六中自体が新しいからということ
ではなく、六中生がしっかりと掃除に取り組んでいるからだと思います。六中は、キレイな校舎だからこそ日々
の学習に集中することができます。
（３年）
○ 校舎がきれいで、設備が整っているところです。特にも地下の格技室や７階の屋上プール、きれいな教室やト
イレなどが見どころで、集中して学習活動に励むことができ、学校生活を送る上で非常に便利です。
（３年）
○ 校舎がキレイで大きいことです。校舎は築約５年で、地下に格技室、１階にアリーナと中庭、大きい校庭があ
り、６階に広い追分ホールがあります。また、屋上にあるプールには、動く屋根が付いています。他にも家庭科室
や技術科室、美術室、理科室、パソコン室、図書室、音楽室があります。
（３年）
○ 校舎がキレイなところです。第六中学校の校舎は、最近キレイになって、１００年間使うことができる校舎で、
トイレや更衣室などもとてもキレイです。キレイな学校で過ごすことは、とても心地良く授業が受けられること
にもつながります。
（３年）
○ 校舎がきれいなところです。誰が見ても「きれいだな」と感じると思います。全教室がきれいです。トイレもき
れいです。六中全体がきれいなんです。このきれいな校舎を汚さないよう、努力しています。
（３年）
○ 校舎がきれい。全体的にきれいで、その中でもトイレがきれい。先生方が、放課後に消毒をしてくださり、毎日
きれいが保たれています。プールも屋根付きでとてもきれいです！（３年）
○ 「校舎がすごく綺麗」なことです。改築されたばかりなので、とにかく校舎が綺麗で新しいです。特に綺麗なの
はトイレ！毎日掃除をしていてとても清潔なので、スリッパを使わずにはいれるためみんなのたまり場と化して
います。トイレの鏡で前髪を整える女子も六中名物の一つと言えます。（３年）
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○ 校舎がキレイ。その理由は、キレイなところの方が、勉強も運動もはかどる。自分が学校を選ぶときの基準は、
トイレがキレイかどうかだったから。
（３年）
○ 校舎がきれいなところ。あまり目立った汚れがあるところは見当たらない。すごく過ごしやすい。普段過ごし
ていて不満に思うことはあまりない。
（３年）

＜設

備＞

○ 最先端ということ！加湿器や自動水栓など、コロナ対策はバッチリ。文京区のモデル校でもあり、勉強に励め
る環境は万全で給食もおいしく、モチベーションを高いところで維持してくれると思います。
（２年）
○ 設備がとても新しいので、電子黒板を使った授業やパソコンを使った授業があって楽しい。（２年）
僕が最も自慢できるところは、エアコンがあることです。夏でも冬でも快適な室温で過ごすことができます。
（３
年）
○ 全部の教室に電子黒板があり、先生方はそれを使って効率良く授業を進めることができます。他にも校舎のあ
らゆる場所に木材や窓などがあり、生徒の集中力を高めるように工夫されているので、校舎がきれいということ
が最も自慢できます。
（３年）
○ 私が選ぶ「文京区立第六中学校」の最も自慢できるところは、
「勉強するために必要な環境が整っている」とこ
ろです。各教室にホワイトボードが設置されていたり、理科室の実験用具も充実しています。他にもパソコン室
がありますが、パソコンは教室に持ち運びできるものもあるので、教室でもパソコンを使うことができます。
（３
年）
○ 体育館にクーラーがあるところです。夏に体育館で体育をするときに、クーラーがないととても暑くて体育ど
ころではなくなってしまいます。そんなときにクーラーがあると、とても快適に体育もできます。部活動の時な
ども、とても便利です。
（３年）

＜景

色＞

○ 高い場所からいろいろな建物がみえるところです。特に、天気が良いと東京スカイツリーや富士山が見えます。
シビックセンターなど、文京区の景色がたくさん見れるので、自分のお気に入りの場所を探してみてください。
（２年）
○ 窓からの景色が最高だというところです。プールの授業や体育、委員会で７階に行ったとき、天気が良いと富
士山やスカイツリーなどのたくさんの建物が見え、授業に対するやる気が湧いてきます。また、青空や夕陽を見
ながらの部活動は、より一層楽しくなります。
（２年）
○ 学校から見える景色がきれいということです。晴れた日なら、屋上（プール：７Ｆ）から富士山や東京スカイツ
リーなどをきれいに見ることができます。また、夕方になると夕日がきれいだったり、空がきれいだったりで、学
校から見ると青春っていう感じがしてもっときれいに見ることができます。
（３年）
○ 部活などで、夕方屋上に行ったときに、天気の良い日は夕日を見ることができ、とても楽しいです。東京スカイ
ツリーなども見ることができるため、機会があれば見てみると良いと思います。
（３年）
○ 富士山が見えることです。部活動などで屋上に行くときに、ごくたまに見ることのできる富士山は、とてもキ
レイで、とても運が良い気分になることができます。また、屋上の風景はとても良く、東京スカイツリーやドコモ
タワーも見ることができます。ぜひ、見てみてください。（３年）

＜給

食＞

○ 僕が最も自慢できることは、給食が美味しいところです。いつもレストランの人がつくってくれるような給食
を出してくれます。４時間目の終りの方は、給食が食べたくてたまらなくなります。
（２年）
○ 給食が美味しいところです。朝から栄養士の先生がつくっていて、たまにいいにおいがただよってきます。僕
のオススメメニューは、
「みそラーメン」
「もちっ子春巻き」です。もう一つは行事です。六中は、学習発表会の体
育の部が楽しいです。全員リレーや 15ｍくらいある縄を回して大繩をします。（２年）
○ 「給食が美味しい」ことです！特にオススメなのは、揚げパンやゼリー、カレーなどなど…。毎日の給食がとっ
ても楽しみになります！コーヒーゼリーにホイップクリームが乗っていたときはとても美味しくて、幸せな気持
ちになりました…😊。皆さんも、六中の給食、目一杯楽しんでくださいね！あと、もちっ子春巻きもとってもオ
ススメです！（２年）
○ 給食が毎日とっても美味しいということです。栄養士さんが心を込めてつくってくれているおかげか、献立が
ものすごく豪華な日も少なくはありません。おかわりもみんなたくさんします。特に A5 ランクの牛肉が食べられ
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たのがとても印象的でした。
（２年）
○ 給食がとても美味しいことが最も自慢できます。なぜなら、Ａ５ランク級の肉が４回くらい出たし、１回に食
べられる給食の量がとても多いからです。しかも、お代わりをたくさんできます。また、場所は東大前駅のすぐ横
なので便利です。
（２年）
○ 給食に出る魚が美味しいことです。特に、ちらしずしなどに入っている穴子は、すし屋で出しても遜色ないく
らいの美味しさです。その他、白身魚、鮭、ブリなど、どれもとても美味しいです。
（２年）
○ 給食のデザートが多く、とても美味しいことです。六中の給食は、メニューがとても豊富で充実していて、毎日
みんなとても楽しみにしています。中には、とても豪華な料理や面白い名前の料理もあります。とても美味しい
ので楽しみにしていてください！（２年）
○ 給食が美味しいところ！リクエスト給食や本に関するメニューを給食にするなど、工夫もたくさん！デザート
もかわいくて美味しいものばっかり！ずっとずーっと飽きません！給食中に流れる音楽にも注目。聴いているだ
けで元気になれます。
（２年）
○ 給食が美味しいところです。私は、１年の６月に入学したとき、給食のあまりの美味しさに感激しました。特に
美味しかった料理は、国産の黒毛和牛をふんだんに使ったカレーです。また、月に１回くらい、牛乳の代わりにジ
ョアが出ます。デザートで美味しかったのは、ほうじ茶プリンとフルーツポンチです。皆さんも六中の給食に期
待してください！（２年）
○ やっぱり、給食の美味しさです。私の学校では、いくつか人気メニューがあります。一つはみそラーメンです。
スープと麺がちょうど良く、最高です！デザートも人気です。中でもゼリーは様々なバリエーションがあり、好
かれています。りんごゼリー、ホワイトゼリー、コーヒーゼリー、想像するだけで美味しいです！六中は最高で
す。
（２年）
○ 給食が美味しく、種類が多いということです。その上、リクエスト給食というイベントで上位にランクインし
たメニューは、そのイベントで給食として出されます。ちなみに、前回の１位はラーメンで、みそラーメンやしょ
うゆラーメンなど様々なラーメンのリクエストがあったそうです。リクエスト給食では、これまで出していない
給食のメニューも投票できるので、もしかしたら新しい献立として使われるかもしれません。
（３年）

【その他

複合】

○ 感染症対策に力を入れているところです。保健委員会が窓を開けて換気をしたり、石けんの補充をしてくれた
りしています。先生方が、学校の中を消毒してくださっているので、安心して学校生活を送ることができます。
（２年）
○ 生徒が多いことです。学校行事では、人が多ければ多いほど楽しくなるので、うちの学校行事は楽しいです。運
動会で全校生徒が揃うときは、改めて多いと感じます。
（２年）
○ 新型コロナウイルス感染症の対策をしっかりとしているところです。常に換気を心掛けていて、さらに時間差
登校など様々な対策をしています。中でも体温チェックシートで生徒の健康管理をしっかり行っているので安心
です。
（３年）
○ ドッヂビーで遊べるところです。広い校庭でドッヂビーを力いっぱいできるところは、やっぱり六中だけだと
思います。友人を増やせば大人数でできるので、外に出たくない人も外に出たくなること間違いなしだと思いま
す。
（３年）
○ 六中独自のものがたくさんあり、それらがとても便利である。また、六中生が一人一人責任をもち、そのことに
取り組むため、クラスが団結しています。
（３年）
○ 校庭が人工芝だから外で伸び伸びと運動できるよ！学年を越えて仲が良いから、文化祭や体育祭などで先輩と
楽しく協力して思い出に残る行事になるよ～！六中は、学習環境と行事の楽しさが一番の自慢！（３年）
○ 規律があるというところです。六中は、他の学校に比べ校則がしっかりしています！また、日々の生活の中で
もほとんどの人がルールを守り、生活しています。
（３年）
○ 給食がまろやかでボリューミーなのと、先生たちがとっても優しくみんながいつも笑顔で元気いっぱい！あふ
れる笑顔満点！（３年）

