
 

 

第５０期生徒会スローガン（２０１７年度） 

【 ～『わ』でつながる！～ 】（話・輪・環・和・我・羽） 

○  本部役員 

会  長 森   陸    副 会 長  茂木 彰良    

副 会 長 西川 昌嘉  書  記  藤森 彩可 

 書  記  荒  美南  事務局長  青山 千姫 

 

○  前期生徒会活動目標 

 みんなを第一に考える生徒会 

 

○  前期生徒会活動計画 

活動時期 活動内容 

４月（話） 生徒総会 

あいさつ運動（毎朝玄関前であいさつをしています）○定  

Ｋ－ｍａｉｌ（学校内での意見・要望を入れる箱の事です）○定  

５月（輪） 全校自己紹介（5 月から始めて、６．７．９．１０月に張り替え）○定  

生徒会通信（毎月 1 回） 

緑の募金活動 

６月（環） 中体連激励会①（中体連に出場する部活を応援します） 

地域清掃（学校の周りを清掃します） 

7 . 8 月（和） 7 月 中体連激励会② （地区大会に出場する部活を応援します） 

8 月 定期活動のみ 

９月（我） 学校際準備 

１０月（羽） 学校際 

                            ○定  →定期活動 

 

○  重点活動 

全校自己紹介（回数を増やして、みんなの事をよく知れるようにする） 
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                     ～わでつながる～ 

○新生徒会がスタートしました！ 
   ついに第５０期生徒会本部、及び各運営委員会がスタートしました。 

    これから半年間、みんなで協力してがんばっていきましょう！ 

 

ここで生徒会本部から一言！ 

会長（森陸） 

  まわりをよく見ますが自由に頑張ります！にゃ～ 

副会長（茂木彰良） 

  失敗することもありますが、頑張ります！ 

副会長（西川昌嘉） 

  副会長としての自覚を持って一年間頑張ります！ 

事務局長（青山千姫) 

  みんなと協力して頑張ります。 

書記（藤森彩可） 

  生徒会で協力して、迷惑をかけないように頑張ります！ 

書記（荒美南） 

  責任感をもって、最後まで仕事をこなせるように頑張り 

ます！ 

 

○あいさつ運動を始めました！参加型も始まります！ 

  ７日からあいさつ運動を始めました。 

最近は寒いし、朝早く学校に来たりして、本部も正直キツい日もあります。 

ですが、みなさんが元気にあいさつを返してくれると、頑張ることができます。 

さらに、１１月２８日から参加型あいさつ運動が実施されます。詳しくは裏面を！ 

お互い、元気なあいさつを！！ 

 

○風邪に注意！！ 
風邪をひいている人が増えてきています。早めに寒さ対策を！！ 

 

 

 

 

生徒総会の様子 

生徒の誘導に時間がかかり、開式す

るのが遅くなりましたが、総会では３

年生が、先頭に立って大きな声を出し、

下級生を引っ張っていました。１，２

年生も積極的に意見を出してくれまし

た。 

第４９期生徒会本部の方は、「前回の生

徒総会より、多くの意見が出ていた。」

と、言ってくれました。 

新生徒会初めての活動は成功だと思い

ました。 

ありがとうございました！！ 



☆生徒会と本部の違い☆ 

生徒会…生徒全員のこと 

本部…生徒みんなの代表 

      です！ 
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 ～わでつながる～ 

○全校自己紹介 

     １１月２５日に、みなさんが書いてくれた自己紹介を下駄箱に貼り出しました。 

     これは、永遠に貼り続ける予定です。取れてしまった場合などは、本部まで！ 

     

 

 

 

 

 

 

 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 

○参加型あいさつ運動が始まりました！ 
             １１月２８日から、参加型あいさつ運動を始めました！ 

             まだ人は少ないです。積極的に参加してくれている皆さん、 

             ありがとうございます！！ 

外は寒いですが、中でやる日もあるかもしれません。 

  ありがとうございます 強制ではありませんが、ぜひ気軽に参加してみてください！ 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 

○時間を守れていない人が多いです 
     生徒総会で会長も言っていましたが、時間を守れていない人が多いです。 

     生活運営委員会が作った１１月の目標は、「２分前着席」でした。 

     これから目標が変わっても、「２分前着席」は守りましょう。 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 

赤い羽根募金にご協力ありがとうございます！ 

１２月６日～１４日に行った赤い羽根募金で、７８２３円集まりました！ 

ご協力ありがとうございました！ 

下
駄
箱
の
様
子
↓ 

冬は靴についた雪が解け、それで自分

のまわりの人の自己紹介を濡らしてし

まうかもしれません。 

玄関前では、雪などはなるべく落とし

ましょう！！ 
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～わでつながる～ 

○冬休みが明けました 
   １３日から冬休みが明け、学校が始まりました。 

    みなさんはどんな冬休みを過ごしましたか？ 

    部活に行ったり、旅行にいったり、勉強したり… 

    色々な人がいると思います。 

    ですが、２８年度もあと二か月程しかありません。 

    気持ちを切り替えて、やり残すことがないように 

    残りの二か月を過ごしましょう！ 

○有志発表を開催中 
    ２３日から有志発表を開催中です。今日と３０日もあります。 

    出演者の方々が楽しませてくれています。 

    詳しくは以前配布したプリントを見てください。 

    お楽しみに！ 

○あいさつについて 

    毎朝本部があいさつしていると、あいさつが増えてきたように感じます。 

    あいさつをされると返したり、自分からあいさつをすることです。 

    これからもたくさんあいさつが溢れる学校にしていきましょう！！ 

                

   特別コーナー 最近生徒会メンバーでたまにやっているクイズの中から出題します！ 

  問題１                  問題２ 

    学校から１０ｍの所に、家があります。   １０人の子供がいます。 
    誰の家でしょう？             １列４人の列を、５列作ってください。 
 
 
    問題３                                                                                   
    ある会社の社長が、社員全員にパスケースを配ったところ、とても好評でした。   
    なので、次は傘を配りました。ですが、とても不評でした。それはなぜでしょう？  
 
 

問題４                                
    とある２人の兄弟がいます。２人は同じ日に生まれて、同じ親です。  答えは生徒会室前に 
    ですが、２人は双子ではないと言います。さてなぜでしょう？      貼ってあります！ 

 

寒いです… 
最近、玄関のドアを開けたま

ま校内へ入っていってしまう

人がいます。 

開けたままにすると、その周

りはもちろん、学校内まで冷え

てしまいます。隙間を開けない

ように気を付けてください。 

Ｋ─ｍａｉｌ について 

生徒会室前に置いてある、k-mail

を新しくします。今までは本部に

対する意見などを書いてもらいま

したが、運営委員会に対する意

見も書けるようにします。たくさん

の意見、待ってます！！ 
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～わでつながる～ 

○３年生を送る会が始まります！ 
３月１４日に３年生を送る会があります。３年生は、清中生活で最後の行事です。 

最高の思い出を作りましょう。在校生は自分達の発表が終わってもそれで終わらずに、他の学年の企画

も楽しみましょう。 

○スローガン、完成！！ 
今朝、気付いた人もいると思います。 

第５０期スローガンわを形にし、玄関へはりだしました。 

このスローガンは１か月ごとに「今日のわ」といって 

月それぞれに一つの漢字を目標として、全校朝会に発表します。 

「今月のわ」を達成できるよう、頑張りましょう！ 

○有志発表がありました。 

   初日には、“光の使者”たちがライトを使ったパフォーマンスをし、 

“でんかす”は二人の絶妙なハモリを見せ、始まりました。２日目には 

ハプニングが起きましたが３日目に無事終わることができました。 

たくさんのご観覧ありがとうございました。 

 

○いよいよ卒業、進級です 
あともう少しで３年生は卒業。１．２年生は２．３年生になります。さらに３年生は入試があります。体調を崩してでも

入試の日付は変えられないので、体調を崩さないようにしましょう。１年生も新２年生となり、新１年生を指導してい

くので自分がしてもらったことを振り返りましょう。２年生は３年生となり、今までより責任が増し、最後の１年となるの

で学校生活を楽しみ、勉強をしっかりとしておきましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最近、参加型あいさつ運動に来る人が少な

くなってきています。 

スローガンにもある環を達成する 

するため、ぜひ、１回でもいいので、

来てください！！！ 

 

 

“光の使者たち、でんかす”の発表

の様子 



 

 

 

 

     ↑               ↑ 

       

↑               ↑ 

白組の練習風景      紅組の練習風景 
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わでつながる 

○参加型あいさつ運動の協力者のみなさん 

  ★下田明夢さん ７回 ◎梅佐古優衣さん ３回 ◎矢口悠耶さん ３回  

  ○大橋愛梨さん ２回 ○野呂田騎旭さん ２回 ○林 夏実さん １回 

  ○佐野斗哉さん １回 ○松井武蔵さん  １回 ○中平衛佑さん １回 

  ○岡本侑也さん １回 ○三浦匠登さん  １回 

   

 

 

 

 

 

 

 

○生徒総会がありました 
  １，２年生はインフルエンザにより、学級閉鎖があり、３年生もそれに続き、閉鎖と 

  なってしまいましたが、無事２日に開催でき、スムーズに進みました。 

○緑の募金へのご協力ありがとうございました！ 
       ５月１７日からあいさつ運動中や運動後の教室、 

職員室で本部が協力を求めたところ、 

なんと、５月３０日までに 

 

                    集まりました。 

ご協力ありがとうございました！ 

○運動会がありました！ 

５月２８日に運動会がありました。 

１度延期し、当日も天候が曇り、 

プログラムが縮みました。 

結果としては紅組が勝ちましたが、 

本番、特別日課中、どちらとも 

集中して練習に取り組んでいたので 

とてもいい運動会となったと思います。 

 

            全校自己紹介が個性的で賞 

３－B ○○ ○○殿  あなたの自己紹介は、自分の好きな女優に対するとてつもない 

情熱を全校に伝えた素晴らしい紹介を作ったことを賞する       第５０期生徒会本部 



お知らせ～ 

この先、届いたＫ－ｍａｉｌを回答とともに 

掲示します 駅伝部、水泳部も中体連頑張ってください！吹奏楽部はアンサンブルコンクールに向け、頑張ってください！ 
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                           ～わでつながる～ 

○中体連激励会がありました！ 
  ６月８日に中体連激励会がありました。もう陸上部は大会のひとつが終わってしまいましたが、 

  ７月に各部活は、中体連、陸上部は明日、通信陸上大会が控えてます。 

  大会までに体を壊さないようにしてください。また３年生は最後の中体連です。 

 バレー部お疲れ様でした。他の部も  

  

 

 

○熱中症に注意！ 
  ５月下旬から暑い日が出てくるようになり、２０度越えの日が出てきました。 

  今月の“わ”である環を意識し、これからも暑かったら脱ぐ、 

こまめに水分補給することを行っていきましょう。 

ｋ－ｍａｉｌで来たみんなの意見 
１、 牛乳パックをきれいにしてほしい 

→保健運営委員会が開き方の説明をしてくれました。 

きれいに開くよう心がけましょう 

２、けしカスをしっかり捨ててほしい 

→先週の水曜日に呼びかけをしました。 

とくに理科室などの移動教室は全学年が使う公共の場なので気を付けましょう 

３、外の時計を直してほしい 

→直りました 

 

全校自己紹介が個性的で賞 

     １－Ａ ○○ ○殿  あなたは好きな飲み物がＨ２Оという個性的なことを書きました。 

     これからも蛇口からガンガン飲んでいってください！         第 50期生徒会本部 

環 

 

 



 


