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いよいよ修学旅行

２年生の沖縄方面修学旅行が明日(12月15日)か
ら２泊３日の日程で行われます。
学年の修学旅行委員会ができてから，日程の確認

や旅行での約束，持ち物の確認等，様々な活動を行
ってきました。
日程について，おおよそのところを紹介します。

◇第１日目 12月15日(木)
06:30 生徒集合人員確認
06:35 出発式
07:00 学校出発(バスで仙台空港へ)
10:30 仙台空港着
11:55 搭乗・離陸(ANA1863)－昼食
15:05 沖縄着
16:10 沖縄平和祈念資料館
18:30 ホテル着(オキナワグランメールリゾート

℡098-931-1509)
19:15 夕食
20:15 室長会議
22:30 完全消灯
◇第２日目 12月16日(金)
05:30 起床・洗面
06:15 朝食，朝の会
07:15 トラック配車
07:45 宿舎出発
09:00 美ら海水族館着，学級写真，鑑賞
11:00 班別タクシー研修
17:00 ホテル着(ホテルリゾネックス那覇

℡098-866-0245)
17:30 国際通り自主研修
20:30 ホテル着
21:00 班長会議
22:30 完全消灯
◇第３日目 12月17日(土)
05:30 起床・洗面
06:15 朝食，朝の会
08:00 ホテル発
08:20 首里城公園到着，学級写真
09:50 首里城公園出発
10:20 おきなわワールド着，エイサー見学，玉

泉洞
11:45 昼食
12:25 おきなわワールド発
13:30 那覇空港着
14:15 那覇空港発(ANA1864)
16:50 仙台空港着
17:30 仙台空港発
21:00 学校着(バスから降り次第解散)

2日目のタクシー研修は，各グループが事前に沖
縄の地図を見ながら，自分たちの行きたい場所，穴
場といわれるところ，土地の人が素晴らしいと思っ
ているところ，などをタクシーで実際に行き，現地
の生を体験します。まさに，本物体験です。ほとん

どの生徒が，この研修を一番楽しみにしているよう
です。タクシーの運転手とのコミュニケーション，
また，現地の方と触れ合える機会があったら，是非，
お話を伺ってきてくれれば，と思います。
翠星ブラッシュアップでの生徒発表にありました

が，体調を万全にして行ってきたいと思います。ブ
ログはできるだけ更新し，現地からの生徒の姿を伝
えたいと思っています。

生徒会執行部，学年委員認証式，生徒総会

12月13日(火)の
午後に，生徒会執行
部，学年委員の認証
式が行われました。
選挙で決まった新役
員は緊張の中にも，
しっかりと意欲が見
えた認証式でした。
また，今年度後学期
の学級役員で構成さ
れた学年役員も，よ
りよい学年つくりの
ために，引き締まっ
た顔で認証されまし
た。
認証式の後に，生徒会長から各委員会の委員長・

委員の認証がありました。全ての生徒が，委員会に
属していました。
いよいよ生徒総会です。は

じめの言葉に続いて，定足数
確認，生徒会長あいさつ，そ
して議長選任で２年生の安杖
凌さんと小松菜乙さんが登壇
し，議事に入りました。
生徒会執行部からは次のよ

うな提案がなされました。

新生徒会執行部はまず最初に以下のことに取
り組みます。
１ Ａ ｌｉｔｔｌｅ ｃｈａｎｇｅ
・各専門委員会で良い点は継続し，改善でき
る点は少しずつ変えていく。

２ あいさつの向上
・あいさつ運動を増やす。
・あいさつ運動を工夫する。
(例)・場所を変える。・部活動ごとに行う。

３ 授業態度の向上
(例)・ラブリーチェックを増やす。(生活公

安委員会，学習委員会)
・ロッカーなどの整頓(整美委員会)
・学年毎に向上させる。(代表委員会)

※ 他の委員会からも協力をもらいます。

やってみて上手くいかない場合は，どんどん
変えて，新しいことに挑戦します。
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これらの活動は各専門委員会の活動と協力
し，進めたいと思います。
ご協力よろしくお願いいたします。

この後，代表委員会，
専門委員会の提案，質
疑応答がありました。
多数の生徒の質疑があ
り，応答も適切で態度
も立派でした。
最後に，平成28

年度生徒会会計中
間報告があり，こ
れも承認されまし
た。
新生徒会役員の

皆様の力で第２回
生徒総会も滞りな
く終えることがで
きました。提案がありましたので，計画（Plan)ー
実行(Do)ー評価(Check)ー改善(Action)，のいわゆる
ＰＤＣＡサイクルで生徒会の活性化に期待します。
議長を務めてくれた安杖さん，小松さんありがと

うございました。

第17回紅駿サミット

12月9日(金)朝，3年生で「第17回紅駿サミッ
ト」が開催されました。
この日から新しいメンバーで紅駿サミット(３年

生)を企画していきます。その学年委員の所信表明
あいさつを紹介します。
○Ａ組 冨木 凌さん
３年Ａ組の学級委員長となった冨木凌です。後学

期は受験があり卒業です。真剣に勉強しなければい
けませんが，最後なので楽しく終わることができる
ようにしましょう。後学期の約４ヶ月間よろしくお
願いいたします。
○Ａ組 鈴木 来実さん
３年Ａ組の副委員長となった鈴木来実です。今は

受験生として大事な時期なので，受験勉強に集中で
きるような環境づくりと，また自分自身も基本的な
ことから一生懸命取り組みたいと思います。紅駿学
年が一丸となれるよう頑張りますのでよろしくお願
いします。
○Ｂ組 山谷 颯大さん
３年Ｂ組の学級委員長になりました山谷颯大で

す。今回は，学級委員長が３回目で，後学期の委員
長が２回目で紅駿学年の最大の山場である受験を乗
り越えられるように，紅駿学年をよりよいものにし
ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。
○Ｂ組 戸村 ほのかさん
３年Ｂ組の副委員長になりました戸村ほのかで

す。委員長をしっかりとサポートし，よりよい学級
になることができるよう，みんなをまとめていきた
いと思います。よろしくお願いします。
○Ｃ組 戸嶋 宏樹さん
皆さんおはようございます。３年Ｃ組の学級委員

長となりました戸嶋宏樹です。学級委員長は今回初
めてですが，これまで生徒会活動で培ってきた経験
を十分生かして，頑張っていきたいと思います。残
り３～４か月と短い期間ですが，クラスタのため，

学年のため，全力を尽くして参りたいと思いますの
でよろしくお願いします。
○Ｃ組 進藤 凜さん
３年Ｃ組の副委員長になった進藤凜です。代表委

員の皆さんと協力して学年がよりよくなるように頑
張りたいです。それから，委員長とともにクラスを
まとめたいです。副委員長であること，受験生であ
ることという自覚をしっかりともち，今まで以上に
緊張感をもっていきたいです。
○Ｄ組 伊藤 彩美さん
新しく３年Ｄ組の副委員長になりました伊藤彩美

です。生徒会で得た経験などをこの紅駿学年のため
に生かしていきたいです。短い間ですが，よろしく
お願いします。
○Ｄ組 野村 京平さん
新しく３年Ｄ組の学級委員長になりました野村京

平です。学級委員長は初めてですが，学年委員長と
して失敗や間違いがあるかも知れませんので，どう
かよろしくお願いします。また，短い間ですが，紅
駿学年を楽しく，まとめていけたらと思います。

角中美術部展

前号でもお知らせしましたが，角中美術部展が次
の日程で開催されています。

期日：平成28年12月11日(日)
～平成29年１月12日(木)

場所：平福記念美術館カルチャールーム

出品作品は次の通りです。

・全国アートグランプリ ・県展作品
・日本画 ・植物画 他
力作を堪能ください。

栄光
◎第３９回児童生徒県南美術展
◎中学生の部 角館中学校
・２年 小松菜乙さん 特賞 後藤直輝さん 奨励賞

大石花さん 入選
・３年 鎌田音々さん 奨励賞 佐藤瑞輝さん 入選

安杖侑さん 入選 佐々木花純さん 入選
鈴木朔来さん 奨励賞 伊澤拓翔さん 入選
藤原舞さん 入選 佐藤愛さん 入選
稲垣美津さん 入選 千葉智華さん 奨励賞
藤谷桃華さん 入選 小松尚樹さん 入選
木元優香さん 入選 藤原瑠南さん 入選
辻楓さん 奨励賞


