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後期生徒会本部活動目標
全校で協力し、互いに認め合い、
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後期生徒会、始動！

日に後期生徒会の生徒総
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29

日、後期生徒会役員を決める立会演説会と役

▲投票の様子

9

月

10

員選挙が行われました。また、役員選挙後、後期生徒

会の議案書を作成し、 月

▲議長さん

後期 生徒 会目 標は『 絆の 輪』 で

す。前期は生徒会目標を『繋がり』

と 掲げ 、全 校の 繋がり を深 める 取

り 組み をし てき ました 。後 期は 前

期 に深 めた 繋が りをよ り強 いも の

（校歌に誇りを持とう!）

にするため、 絆
｢の輪にしていきた

２．ビッグボイス大作戦

い と｣いう思いから、この目標が掲
げられました。全校で協力し、絆を

（大きな声であいさつ！）

深めていきましょう。

１．ビッグボイスあいさつ大作戦

会が行われました。

心をひとつに団結できる学校。

後期生徒会重点活動
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▲候補者の演説

尾崎 真心さん（３年）
東

【書記】

西村 悠生さん（２年）
谷

▲生徒総会の様子

裕斗さん（２年）
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【副会長】
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【生徒会長】 西村 心汰さん（３年）
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後期生徒会役員

姫島村２１０８番地の４

０９７８（８７）３３３４

▲後期生徒会役員さん

杏華さん（１年）

▲後期生徒会目標『絆の輪』

ペットボトルキャップ回収の御礼とお知らせ
姫島中学校生徒会の取り組みである「小さな親切運動」
（ペット
ボトルキャップの回収）に、いつもご協力いただき、ありがとう
ございます。

親子草刈り作業

今年は９月４日（金）の夕方
に実施しました。見違えるほ
ど美しくなりました！

励まし合いながら完食！

楽しく給食を食べること、残量を減らすことを目的として、

姫島中学校生徒会一同

１１

月に二回実施しましたが、一回目の残量は１

今までのたくさんのご協力、本当にありがとうございました。

他の学年と一緒に給食を食べる「たてわり給食」を保体部が実

約１８人の子どもたちにワクチンを届けることができます。

施しました。

ペットボトルキャップの合計は約７８ｋｇでした。これにより、

５０グラム。
（普段よりかなり少ない！）二回目はなんと、残

みんなで食べるとおいしい！

量 が ０ で した ！ 給食 担 当の 穂 満 先 生や 給 食セ ン ター の 方 々も

月いっぱいまでとさせていただきました。前期期間中に集まった

喜んでいました。これからも残さずに食べましょう。

生徒会活動の見直しに伴い、ペットボトルキャップの回収を 9

月

日（土）
、青空の下、

毎 日、 放 課後 に集 まっ

から、このスローガンが生ま

れました。練習時から各団で

協力し、競技だけでなく係の

仕事や小学生のサポートな
どにも頑張りました。優勝し

たのは赤軍でしたが、両軍と

も達成感あふれる笑顔で体

開会式

合戦となりました。

と な り、 魂 を込 めた 応援

て い まし た 。団 員が 一丸

習 し てき た こと を発 揮し

ど、自分たちで工夫し、練

団 。 声の 出 し方 や動 きな

を大切にし、仲間と共に一生

１００ｍ走
て 練 習に 励 んで いた 応援

応援合戦

懸命頑張りたいという願い

～」。全ての競技の一瞬一瞬

いのない最高の体育大会

らめず、全力を出し切り、悔

「一瞬入魂～最後まであき

ました。大会スローガンは

年と異なり半日開催となり

ウイルス感染防止のため例

れました。今年は新型コロナ

幼小中連合体育大会が行わ
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育大会を終えることができ

「走れ☆姫中!!!」

9
ました。

全校団体
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接戦！

入魂！

姫島小唄

一輪車、シーソーを使った玉入

れ、長縄百回跳びなど、走る種目が盛り

だくさんの全校団体競技「走れ☆姫

中！」
。ペア分けや走順の工夫、カゴにボ

ールをミスなく入れたり、縄跳びを早く

跳んだりする練習など、各団で協力しま

した。本番は両軍ともに笑顔でゴール！

リレーカーニバル ＹＨＺ 30

令和 2 年度
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幼小中連合体育大会
閉会式 ・ 解団式

★赤軍団長 大海 壮太さん

僕が練習で頑張ったこと
は 、赤 軍み んなを まと める こ
と です 。み んなを まと める た
め に、 大き な声を 出し て応 援
団 でみ んな のお手 本に なれ る
よ うに 頑張 りまし た。 特に 三
年 生の みん なが、 大き な声 を
出 し、 アド バイス をし てく れ
ました。全校団体の「走れ☆姫
中！」は、みんながひとつにな
っ て勝 つこ とがで きた ので 、
と ても 嬉し かった です 。最 高
の体育大会になりました。

した。

★白軍団長 西村 心汰さん

僕は練習のときに白軍をまと

められるように頑張りました。心

に残ったことは、応援です。みん

なと放課後に練習して、本番はミ

スすることなく応援ができたの

でよかったです。全校団体は、練

習では勝っていたけれど、本番で

負けて悔しかったです。でも、白

軍みんなと協力して楽しい体育

大会にすることができました。

ったです。最高の体育大会になりま

です。そして、白軍に勝てて嬉しか

ローガンを達成できたのでよかった

ました。本番では、全力を出してス

して、演舞も息を合わせる練習をし

援です。応援練習では大きな声を出

順などを決めました。二つ目は、応

を出したり、リレーや全校団体の走

ることです。団長と話し合って指示

つ目は、団長を支え、赤軍をまとめ

頑張ったことは、二つあります。一

私が体育大会までの練習と本番で

★赤軍副団長 中村 日花莉さん

一瞬

★白軍副団長 西村 吏乃さん

私が 体育 大会 で心に 残っ てい

ることは、応援合戦と全校団体で

す。応援合戦では、短い練習期間

の中で演舞を覚えたり、大きな声

を出したりできたからです。全校

団体は、ギリギリまで赤軍に勝つ

ための順番を考えて、本番は負け

て しま った けれ どすご く楽 しか

ったです。私が努力したことは、

副団長として、三年生として、み

んなをまとめることです。本番で

は、自分のことでいっぱいになっ

て 上手 くま とめ られな いこ とも

あったけれど、白軍のみんなが支

えてくれたので、今までで一番の

体育大会になりました。

（４）

２０２０年（令和２年）

１２月２４日（木）
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史上初！？
旅行先は姫島村

観音崎夕日観賞、
達磨山登山、レク
自主研修、写真コンテスト
・仲良くできた
▲h.ベーカリーでパン作り

・写真をたくさん撮った
・きれいな景色を見ることができた

・郷土料理について知ることができた
・景色がきれいだった

・みんなと普段できないようなことができた

・いろんなレクをして、楽しかった

・普段気づかなかったことやはじめて見たも

・ドッジボールやビンゴ、障害物競走が楽

のがあった

しかった

・島の知らなかったことを知ることができた

・観音崎や達磨山は、疲れたけど最後まで
▲阿弥陀牡蠣を

登ることができてよかった

見に行きました！

八千代館、肝試し、花火

【番外編】将来、3 年生みんなで
旅行に行くとしたら？
・２０歳になったら USJ に行って思いきり遊ぶ
・２０歳になったらこのメンバーで旅行に行く

協力してくださったみなさん、

▲鯛めん

・２０歳になったらみんなで東京に行きたい
・２０歳でディズニーランド

・肝試しが怖かった！けど楽しかった

ありがとうございました！

・八千代館のごはんがおいしかった

・２０歳で海外

・大阪

・みんなで宿泊することがあまりないので、
とても楽しかった

月

29

日、 管楽器 プレ

イヤーズ大分さんに来て

いただき、芸術鑑賞会を行

いました。フルート、クラ

リネット、トロンボーン、

チューバによる演奏を楽

しみました。楽器や曲につ

いて分かりやすく解説し

てくださったので、新たに

知ることもたくさんあり

ました。人気だった楽器は

トロンボーン。スライドを

動かして音を変える、おも

しろい楽器でした。

目と耳をしっかりと使

って、音楽の美しさや楽し

さを味わえました。

10

芸術鑑賞会

（５）

２０２０年（令和２年）

１２月２４日（木）
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１１月１４日、文化祭が開催されました。今年は感染症対策のため、午前中
のみの開催となりました。準備期間も例年より短いなか、
『同心協力～３０の
輪を１つに～』というテーマを掲げ、全校で協力して文化祭を作り上げていき
ました。笑いあり、驚きあり、感動ありの素晴らしい文化祭となりました！

２０２０年度

文化祭

１年♪組
～ゆかいな仲間たちの日常～

ヒゲも手作りです

★I Love Himeshima
★｢幕の内弁当｣

【幕の内弁当（劇）】
インパクト強めな
キャラクターたち

第２３９号

【保護者の方より】
中村 なぎさ さん
今 年は、
コロナ禍の影 響で午 前 中
のみとなった文化祭でしたが、
一年生
の音にスポットを当てた出し物、
二年
生のバカッコイイ映 像や昔なつかしい
ヒゲダンス、
三 年 生のセリフの多さに
びっくりした劇、
どれも練習の成果が
出ており、
笑いあり、
どよめきありの
とても楽しい文化祭でした。
同
｢ 心 協 力 ～３０の輪 を１つに
～ という 文 化 祭のテーマもすごく
｣
合っていて、
会場がひとつになった文化
祭だったと思います。

バレー部 二位入賞！
月１日、郡市新人戦が開催されました。

バレー部、野球部ともに新体制になって初の
公式戦。三年生のいない不安や緊張を抱えな
がらも、一・二年生で一丸となって粘り強く
プレーしました。
バレーボール部は 国見中学校との合同 チ
ームとして出場しました。学校は違いますが
コミュニケーションを積極的に取り、互いに

日 、 郡市 中 学校 駅伝競 走 大会 が開 催さ れ

男女ともに 大躍進！
月

ました。選手も応援する生徒たちも全員が力を合わ

せ、最後までたすきを繋ぐことができました。途中、

足やお腹の痛みを抱えながらも、仲間のために必死

に走り抜けた選手もいました。補欠選手たちも、選

手に励ましの言葉をかけたり、サポートをしたり、

一生懸命動いていました。結果、男子は躍進賞一位、

女子は躍進賞二位と、去年のタイムを大きく縮める
ことができました。

９月３日、薬物依存症の方々の支援施設、大

分ダルクの会のみなさんに来ていただき、薬物

の恐ろしさについて講演していただきました。

「薬物依存症」は病気の名前であり、周囲の人

や施 設 な どの サ ポー ト が 無け れ ば 抜け 出 すこ

とはできません。今回の講演では、実際に薬物

やア ル コ ール な どの 依 存 症に な っ た六 名 の方

が、自分の体験を話してくださいました。軽い

気持 ち で 行っ た こと が 大 きな 後 悔 に繋 が るこ

とや、一度使うと取り返しがつかないというこ

とを知りました。また、市販薬やスプレー缶な

どに も 、 依存 す る成 分 が わず か に 含ま れ てい

て、使い方や使う量を間違うと依存症になって

しまうということには驚きました。ダルクの会

の方 が 本 気で 伝 えて く だ さっ た 依 存症 の 恐ろ

しさを忘れず、薬物に手を出さない心の強さや

姫島中学校広報部一同

断る勇気をしっかりと持ちましょう。

を迎えましょう。それではよいお年を！

野球 部は安 岐中 学校と対 戦し

てきました。健康に気をつけて、元気に２０２１年

ました。接戦の後、延長戦に突入
し 、惜 しくも ３― ４で敗退 しま
し たが 、これ から の成長が 期待
で きる 白熱し たプ レーを見 せて

ました。今回は第一避難場所である中学校の三階に避難しまし

た。静かに素早く避難できました。訓練後、東日本大震災につ

いて、校長先生からお話がありました。校長先生は実際に東北

までボランティアに行き、そこで被災された方から「瓦礫はた

だの瓦礫ではない。我歴（私たちの歴史）だ。」と聞いたそうで

す。建物に詰まっている思い出や歴史を奪ってしまう地震や津

ナウイルスの脅威…。雪も降り、寒さも厳しくなっ

20

波。多くの人の命も奪われました。災害の恐ろしさを忘れず、

が伝われば幸いです。まだまだ収まらない新型コロ

10

防災の日である９月１日、津波を想定した避難訓練が行われ

郡市駅伝大会

もしもの時に適切な動きを取れるようにしましょう。

盛りだくさんでした。姫中生が前向きに頑張った姿

励まし合いながらプレーし、準優勝を勝ち取

熱戦を繰り広げた
選手たち

防止教室

２学期は体育大会や文化祭、修学旅行など行事が

▲仲間をしっかり見守る

くれました。

避難訓練

10
りました。

▲選手宣誓をする主将

薬物乱用

編集後記

郡市新人戦
▲新しいユニフォームです
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