
 

 

 

 

 

 

 

 

生徒会選挙・新生徒会始動  
１２月１５日(金)、生徒会立候補者立会演説会と選挙が行わ

れました。立候補した５名とその応援者は、表情豊かに、熱意

の込もった素晴らしい演説を行い、生徒たちは真剣

に聴いていました。見事な態度で、思いの込もった

演説は、さすがに立候補するだけのことはある、こ

の人達なら任せられると思えるものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、実際に選挙に使われている投票箱

と記載台を役場から借りてきて、国政選挙さ

ながらに投票を行いました。結果、生徒会長は

近藤大斗くん、副会長は男子が吉儀智也くん、

女子が寄光里緒奈さんになりました。 また、

９名の本部役員は、右のようになりました。 

いよいよこれから新生徒会の始動です。これまで頑張ってきた生徒会本部と３年生の、生徒会にかけた

思いやリーダーシップを引き継ぎ、全校生徒で協力して、

さらに生徒会活動を高めていくことを期待しています。 
 
 
 
１２月１日（金）に、三原消防署北部分署から、古原士

長さんを始め４名の消防士さんに来ていただき、火災対応

訓練を行いました。教室近くの生徒会議室からの出火、ス

モークマシンで煙を出し臨場感のある中で行いました。

教職員による出火場所の特定と初期消火、消防署への通

報、避難誘導指示からの生徒避難、校舎内残留生徒の有

無の確認と防火扉の操作、人員点呼と避難完了報告など

の様子について観察され、講評をしていただきました。 

避難指示放送から３分４９秒でグラウンドへの避難を

完了させることができ、代表生徒による消火訓練も、指

導されたことを聞いて、消火操作がよくできました。 

消防士さんから、｢生徒の避難が迅速でよくできました。また、教職員の火災対応の動き（大きな声を

出して確認や報告など）が、本気でとてもよかった。｣と言われました。ご指導ありがとうございました。 

火災対応訓練 三原市消防署北部分署 
 
６月に続き、１１月２０日(月)～２４日(金)に、生徒会

本部役員が世羅小学校に行って、児童会役員と一緒にあい

さつ運動を行いました。 

２４日には、児童会が「本当のあいさつ」について発表し

ました。中学生は、児童発表の「相手のことを考えること」

は素晴らしいことだと評価し、距離と声の大きさを考えた

「場に応じたあいさつ」を実演して見せ、あいさつを通して

みんなで明るい地域をつくっていきましょうと話しました。 

後日、世羅小学校の新庄校長先生は、「中学生が、児童の

あいさつをよく観ていて、とてもよい評価をしてくれるので

ありがたい。小学生にとって、中学生がとてもよい目標になっています。」と話してくださいました。 

 
  

 第１８回 服部杯ふれあいマラソン大会（12/3） ２km 一般 男子の部…【２位】波田泰成(1) 

【３位】島本雅史(1)、 ３km 中学生女子の部…【３位】松尾莉沙(1)、一般の部…【１位】髙橋謙太(教諭) 

 第６６回 甲山駅伝競走大会（12/10）（丸数字は区間、黒丸数字は区間賞、黒四角数字は区間新記録） 

男子２位（①加藤秀明、❷松尾拓哉、③松木瞳吾、 岡田 涼、⑤松山悠人、⑥古川歩希、⑦近藤大斗） 

女子２位（①松浦羽菜､❷近藤 李､③油谷夏海､❹寄光里緒奈､⑤金谷優希奈､❻古満凜呼､⑦上川真幸） 

 第５８回谷敷杯・第２２回麓杯争奪ロードレース大会（12/16） 

谷敷杯（男子団体）【２位】   個人【３位】加藤秀明、【６位】松木瞳吾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 立候補者 応援者 

生徒会長 近藤 大斗 加藤 秀明 

副会長（男） 
吉儀 智也 田 善貴 

城ジュニアスプラタマ 行安  創 

副会長（女） 
嶽 希彩 明智 晴愛 

寄光里緒奈 松田 真愛 

生徒会長 近藤 大斗 

副会長(男) 吉儀 智也 

副会長(女) 寄光里緒奈 

生活委員長 舛元 甚太 

図書委員長 松田 真愛 

文化委員会 嶽 希彩 

美化委員会 上川 真幸 

保健委員長 塚本 純矢 

体育委員会 加藤 秀明 

回 覧 平成３０年１月９日 

世羅中学校 
学校だより（ 第９号 ） 

TEL (0847) 22-2323 
FAX (0847) 22-2324 

 

 

選挙管理委員長 
重光さん 

本物の投票箱
と記載台を使
っての投票 

みんな素晴らしい演説でした 

生徒会立候補者立会演説会 

 頼むぞ！ 

小中合同あいさつ運動  

生徒による消火訓練 

古原士長さん 
の講話 

おはようございます 

大きな声であいさつが返ってきました 

アンダーラインは、陸上競
技部以外の部からの参加 

甲
山
駅
伝 

谷
敷
杯
・麓
杯 

服
部
杯 

素晴らしい選手宣誓
でした（松木くん） 

熱い応援で、選手も最
後まで頑張れました。 

サッカー部とバレー部からも参加しました 

児童のみなさんはとても真剣に聴いていました。 

おはよう 

ございます 
おはよう 

ございます 



 

 

入賞おめでとうございます!  (町主催以上) 

広島県交通安全作文 中学生の部【県銅賞】山口 乃音(3)  
広島県科学賞・世羅町科学賞  

【県努力賞＆町優秀賞】塚本 純矢(2)「折り紙落下の秘密」、谷川倫大朗(1)「炎色反応について」 

 松山 悠人(1)「イシクラゲの研究」 、隠地 康成(1)「地震と液状化現象」 

【町佳作】仁田イアン(1)、 加藤 秀明(2)、近藤 大斗(2) 

中学生 税の作文【尾道税務署長賞】石ヶ坪 史佳(2)、【尾道間税会会長賞】木舩 帆七海(1) 

社会を明るくする運動作文 三原地区保護司会【優秀賞】加藤 秀明(2) 

明るい選挙啓発ポスターコンクール 中学生の部【金賞】眞野 愛華(3) 

環境と健康ポスター 世羅町公衛協選出 中学生の部【優秀賞】 愛須さくら(3)、 【奨励賞】羽賀 大地(3) 

たすきでつなぐ世羅の食育 レシピコンテスト 【優秀賞】 福本 陽菜(1) 「世羅台地のスムージー」 

金尾 龍征(2)「なすの洋風田楽」、丸次 泰雅(3)「世羅まるごとかきあげ」 

郡美展 

１年 【推奨】城ジュニアスプラタマ、爲平琉治、行安 創 

 【金賞】段原千夏、盆子原安美、松村和輝、藤井四季音 

 【銀賞】谷平一鷹、波田泰成、光元龍之介、沖宗優菜、中間柚葉、吉国和希、林陽菜実 

２年 【推奨】浅尾崇良、林 正樹、 【金賞】舛元甚太、金谷優希奈、𦚰本由那、井上宗映、宗実凜香 

 【銀賞】今村 謙、加藤秀明、宗 和輝、上川真幸、塚本純矢、松木瞳吾、川本颯希 

３年 【推奨】古川未来、光平七海、  【金賞】眞野愛華、丸次泰雅、愛須さくら、糀谷萌乃、福原南歩 

 【銀賞】稲田 空、得納幹太、林龍太郎、上久保珠季、橋本佳奈、山口乃音、平山歩実  

郡書写展 

１年 【推奨】盆子原安美 

 【金賞】矢野 優、徳光彩乃、宗 真那美、松木紋乃、岡本実久、向井健斗、小松春生 

 【銀賞】段原千夏、井上裕太、千葉陸太郎、清水美里、仲島朱里 

２年 【推奨】淀川心響、新田裕矢、  【金賞】郷坪大地、友近海咲、塚本純矢、上川真幸 

 【銀賞】合田和海、馬地亮佑、藤井倖多、寄光里緒奈、井上宗映、宮田歩波 

３年 【推奨】上久保珠季、山口乃音 

 【金賞】近藤 李、中串涼葉、光平七海、沖宗知希、重光 黎、宗 遥菜 

 【銀賞】福原南歩、淀川 晃、岡田 涼、仲島晴輝、岡本実緒、藤谷優奈、横田夢乃 

全関西中学生バスケットボール交歓会尾三地区予選会 女子の部【３位】 

 

 

１２月７日(木)、３年
生は､世羅町税務課の真
田さんと宮丸さんから、
税について学びました。
なぜ税を納めなければな
らないか、税はどんなこ
とに使われるのかなど、
分かりやすく教えていた
だきました。 

 

 
１０月後半～１２月初め、保健体育の剣道の授業は、各学年とも昨年度に続いて、１学年は峠越博

史さん、２学年は中野裕之さん、３学年は土居将司さんに指導していただきました。 

武道場の床も、非常に冷たくなる時期ですが、礼に始まり礼に終わる「剣道」を通して、礼儀作法、

相手や物を大切にする心、技術、体力を育んでいます。１年生は、初めて剣道をするという生徒が多

く、みんなよく聴いて真剣に取り組んでいました。２・３年生は、約１年空けての授業ですが、心構

え、姿勢、基本動作などの復習をし、防具を着用して、竹刀で打ち込みをしていました。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１２月１５日(金)，

せらケーブルＴＶの

新春番組の収録が行

われ，次の６名の代表

が，それぞれ新年の抱

負を語りました。 

１年（杉原瑠依，島本雅史）２年（金谷優希奈，塚本純矢） 

３年（重光 慧，糀谷萌乃） 

日 曜 １月の行事予定
9 火 始業式

10 水 生徒会委員会　スクールカウンセラー相談日

11 木 PTA参観日 14:20～，　　学校安全の日
12 金 中学校入学説明会
13 土
14 日 世羅西駅伝
15 月 生徒朝会
16 火 修学旅行結団式

17 水 ２年修学旅行　スクールカウンセラー相談日
Ｐ校外指導部街頭指導

18 木 ２年修学旅行　登校見守り指導

19 金 ２年修学旅行
20 土
21 日

22 月
生徒朝会
修学旅行解団式

23 火

24 水 ３年学年末テスト　スクールカウンセラー相談日
25 木 ３年学年末テスト
26 金 ３年学年末テスト  PTA本部役員会　校内研修
27 土
28 日
29 月 生徒朝会
30 火
31 水 スクールカウンセラー相談日

日 曜 ２月の行事予定
1 木 ★完全下校17:30　（2月中）
2 金 PTA総合役員会
3 土

4 日 世羅駅伝
5 月 生徒朝会
6 火
7 水
8 木
9 金

10 土
11 日 〈建国記念の日〉　中国女子世羅駅伝
12 月 〈振替休日〉
13 火 生徒朝会　学校安全の日
14 水 生徒会委員会　スクールカウンセラー相談日
15 木 世羅高学びピア(2年)　登校見守り指導
16 金
17 土
18 日
19 月 生徒朝会
20 火

21 水
スクールカウンセラー相談日
Ｐ校外指導部街頭指導

22 木
23 金
24 土
25 日
26 月 生徒朝会
27 火
28 水 ★完全下校18:00　（3月～郡新人大会）

世羅中学校の保健体育の「武道」は、剣道 です 

平成 29年度 赤い羽根の共同募金 11220円  

峠越博史さん 中野裕之さん 土居将司さん 

これが１億円か… 

（見本です） 

宮丸さん 

真田さん 

収録中 

 

私の今年の抱負
は「挑戦」です！ 
 

（ ）内の数字は学年です 


