
平成３０年度

防府市立右田中学校
TEL ２２－０９８４

全校生徒数３８６名

平成31年生徒会役員及び専門委員長の任命式
１月８日（火 、３学期始業式に続き、平成３１年の生徒）

会役員及び各専門委員長の任命式を行いました。新生徒会長

の佐保美南さんを含め８名の役員と１２名の専門委員長が任

命されました。また、11日（金）の生徒集会では、決意表

明や活動方針の説明、新年度スローガンの募集の呼びかけも

ありました。先輩の意思を引き継いで、今年も 「日本一の、

中学校」をめざす右田中学校生徒会の新しいリーダーに、心

からの声援を贈りたいと思います。

生徒会長：佐保美南 副会長：山中開斗 尾中日鞠 書記長：山田透羽

書記：浦川友希 淺田真樹 会計：重本佳音 山本結月

総務委員長：吉井陽輝 田中菜々子 生活委員長： 田匠橙 世良咲里 学習委員長：安永一瑛 永田優衣

広報委員長：港 太陽 藤井 紅 厚生委員長：渡邊仁翔 岸川舞衣 保健委員長：上田諒也 田立 恋

第21回貞永杯中学校駅伝競走大会で、右田中チームが男女とも優勝
1月１３日（日 、防府市陸上競技場を）

スタートし、佐波中学校をゴールとする

コースで 「第7６回防府市内一周駅伝競、

走大会兼第2１回貞永杯中学校駅伝競走

大会」が開催され、本校から男女それぞ

れ２チームが出場しました。コースのう

ち、右田中学校区を走る区間では、沿道

で多くの方に応援して頂きました。

お陰様で、男子は１位と３位、女子は

。 、 、１位と２位でした また 男女合わせて

９つの区間賞も獲得しました。オリンピ

ックランナーだった はご存貞永信義さん

じの通り右田中出身。2１回の大会で、本校の優勝は、男子８回、女子２回です。

／出場13チーム ／出場13チーム右田中Ａ(男子) 右田中Ｂ(男子)第１位 第３位
／出場10チーム ／出場10チーム右田中Ｃ(女子) 右田中Ｄ(女子)第１位 第２位

１月 学校だより

１区 防府市陸上競技場～中関小学校

下瀬瑠也 上田諒也 原せりか 國光柚稀男子Ａ 男子Ｂ 女子Ｃ 女子Ｄ

２区 中関小学校～華西中学校

野村海斗 藏岡亮太 田中菜々子 世良咲里男子Ａ 男子Ｂ 女子Ｃ 女子Ｄ

３区 華西中学校～泥江会館

賀山亮成 松永幸器 柴川瑞希 東谷優和男子Ａ 男子Ｂ 女子Ｃ 女子Ｄ

４区 泥江会館～玉祖神社前

廣島秀之 亀井優真 吉本光希 山本茅男子Ａ 男子Ｂ 女子Ｃ 女子Ｄ

５区 玉祖神社前～ＪＡ配送センター

髙橋楽人 久保田琉伊 佐藤美空 宮本萌加男子Ａ 男子Ｂ 女子Ｃ 女子Ｄ

６区 ＪＡ配送センター～佐波中学校

松 峻大 竹内伶 磯村光舞 尾中日鞠男子Ａ 男子Ｂ 女子Ｃ 女子Ｄ
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あいさつする生徒会長と壇上の新役員
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１年生新春百人一首大会
１月８日（火 、１年生の学年）

行事として百人一首大会を行いま

した。年末に、国語の授業で古典

を学んでおり、冬休みに百人一首

の練習をした生徒もいて、その学

習成果を発表する機会になりまし

た。体育館に60枚の畳を敷き詰

め、４人ずつの３０のブースに分かれて、クラスマッチ形式で行いました。

２年生理科特別授業
１月18日（金 、２年生の全学級を対象に理科の特別）

授業を行いました。講師は、京都大学大学院地球環境学

堂・工学研究科教授 工学博士 安部武志 先生です。

先生は、電気化学の研究がご専門で、１回の充電で携帯

電話が1週間使える電池などを開発中、とのことです。演

題を「電気がこない世界がきたら？」として、電池開発

の歴史や身近な果物を電池にする実験などが紹介されま

した 「どうやったら京都大学に行けますか」との質問に。

は 「1日６時間は勉強しました。でも入学したあとの大、

学院での研究がもっと大変でした 」とのお言葉をいただきました。。

翌１９日（土）は、NPO法人山口科学技術子供フォーラム主催「えきなが講座」とし

て、右田中理科室で、市内外の小中学生40人が参加する教室も開かれ、アルミ箔や銅線

など身近にあるものを使って、備長炭電池をつくる実験をしました。

いじめ対策委員会
１月10日（木）いじめ対策委員会を開催しました。

右田中学校では、いじめ根絶を目指して、地域や関係機

関との連携を進めるため 「いじめ対策委員会」を設置、

し、学期に1回ずつ、現状の報告や指導体制整備に向け

た意見交換を行っています。構成メンバーは、校外から

は、学校運営協議会会長、PTA会長、スクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカー、校内からは、校

長、教頭、生徒指導主任、教育相談担当、養護教諭が参

加しています。毎週１回の生活アンケートや保健室での

相談の様子、欠席状況などを報告し、その対応等について意見をいただいています。今後

とも、本校でのいじめ根絶を目指して、学校と地域が一体となった取組を進めます。

３学期始業式校長式辞
明けましておめでとうございます。新しい年が、右田中学校と皆さん、さらに右田・玉祖地域にとって、よい年になるよう、心から

祈っています。平成がまもなく終わり、５月から、新元号の時代が始まります。私たちは、今、時代の大きな転換点に立っています。

この機会に、少し時代を振り返ってみましょう。昭和という時代は、戦争と復興の時代でした。戦後復興の象徴が、オリンピックと万

博です。この構造は、今の日本とそっくりです。歴史は繰り返すものですね。平成という時代は、ものの豊かさから、情報の新しさへ

と、価値が移り変わっていく時代でした。次の、新元号時代を占ってみましょう。まず、私たちが苦労してやってきたことは、ほとん

どコンピュータに取って代わります。車の運転が自動になる日も、もうすぐ、そこまで来ています。名前の通り、本当に自動で動く車

になるのですね。空飛ぶ車も夢ではありません。何万人もの顔の中から、たった一人を特定したり、スポーツの勝ち負けを一瞬で判定

、 、 。 、 、 、 、 。するのも もうすぐ コンピュータがやってくれます 困るのは そのとき 私たち人間は 何をするのか また何ができるのかです

そのためには、コンピュータにはできない仕事を見つける、あるいは新しく創り出すことしか無いと思います。だれもやったことがな

いことを見つけ、解決のアイデアを生み出すこと、それが、新しい時代を生き抜く最高の秘訣です。変わり続けることのできる人が、

生き延びることのできる人です。人生に迷ったとき、みんながやっているから安心、という道もあるでしょう。けれども、まだ誰も通

ったことのない道に、新しい一歩を踏み出すのも、また、意味のあることだと思います。新元号の時代を生きる皆さんが、大いなる希

望を持って、羽ばたいていく日を期待しています。平成最後の、この三学期を充実したものにしましょう。

※右田中学校のホームページにもアクセスしてください。

http://www.c-able.ne.jp/~hofumigi/右田中学校 検索
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新しい年になりました
「明けましておめでとうございます 」のご挨拶には、少し日にちが経ちましたが、旧。

年同様、今年も右田中学校をお引き立ていただきますよう、よろしくお願いします。

今年の干支は、戊戌（つちのえいぬ 。）

この“戌”という字は、中国で歳月日時方

位の11番目を表す字です “戌”は、時刻。

では２０時（午後８時）前後を表し、方位

では、西北西の少し北よりを表します。

“戌”という字は 「滅」の字に由来し、

ていますが 「滅びる」や「朽ちる」とい、

う意味ではなく、秋になり花が落ち冬にな

りその身は枯れていても内面には新しい命

が守られ力を蓄え続ける様子を表しています。したがって、戌年は、次に命をつなぐ縁起

の良い年回りといわれています。昔から、赤ちゃんを宿し時期が来ると縁起の良い日とさ

れる戌の日に腹帯を巻くのも“戌”の字に縁起の良さがあることからなのです。

この一年がチーム右田中学校のメンバーにとって、また、校区内の皆様にとって、幸せ

な年となりますように願うばかりです。

平成30年生徒会役員及び専門委員長の任命式
１月９日（火 、３学期始業式のあと、平成３０年の）

生徒会役員及び各専門委員長の任命式を行いました。

生徒会長の末廣くんを含め８名の役員と１２名の専門

委員長の各々が任命書を手にし、後日の生徒集会で新

たな決意を述べました。先輩の意思を引き継いで、今

年も、本気で日本一の中学校をめざす右田中学校生徒

会の新しいリーダーに、心からの声援を贈りたいと思

います。同時に、この一年、リーダーシップとフォロ

アーシップがしっかり噛み合った生徒会であることを

期待しています。

１月 学校だより

干支（えと）
十干（じっかん）
甲（きのえ）→乙（きのと）→丙（ひのえ）→

丁（ひのと）→ 戊（つちのえ）→己（つちのと）

→庚（かのえ）→辛（かのと）→壬（みずのえ）

→癸（みずのと）

十二支（じゅうにし）
子（ね）→丑（うし）→寅（とら）→卯（う）→

辰（たつ）→巳（み）→午（うま）→未（ひつじ）→

申（さる）→酉（とり）→戌（いぬ）→亥（い）
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第20回貞永杯中学校駅伝競走大会で、右田中チームが大活躍
（ ）、 、 、1月７日 日 防府市陸上競技場をスタートし 佐波中学校をゴールとするコースで

「 第20回 中学校駅伝競走大会」が開催され、本校から男第75回防府市内一周駅伝競走大会兼 貞永杯

女それぞれ２チームが出場しました。この大会は、沿道の観客とランナーの距離が近い地

域密着型の大会です。しかも、コースの３分の１は、右田中学校区なので、当日も多くの

。方に応援して頂きました

お陰様で、男子は１位と

４位、女子は２位と８位

でした。また、男子は３

区間で区間賞も獲得しま

した。オリンピックラン

貞永信義さんナーだった

はご存じの通り右田中出

身。20回の大会で本校の

優勝は、男子７回、女子

１回です。

古豪復活 駅伝チームが開校70周年に花を添えてくれました。！！

／出場13チーム右田中Ａ(男子) 第１位
／出場13チーム右田中Ｂ(男子) 第４位
／出場10チーム右田中Ｃ(女子) 第２位
／出場10チーム右田中Ｄ(女子) 第８位

※右田中学校のホームページにもアクセスしてください。

http://www.c-able.ne.jp/~hofumigi/右田中学校 検索

右田中Ａ １位でゴール

右田中Ｂ 第２位の右田中Ｃ 右田中Ｄ

教育長から貞永杯拝受 優勝した右田中Ａ
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