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元気いっぱいの 呉市立広中央中学校

「広中生徒」の育成 令和３年 １１月 ５日

♫合唱コンクール♫ どの学年も頑張りました！
昨年度中止となった合唱コンクールでしたが，本年度は感染対策

に注意しながら開催することができました。合唱は体育館で行われ
ましたが，一学年ずつ入れ替わりでマスク着用で合唱を行い，他の

学年はオンラインでつながれた映像を教室
で見る方法で行われました。まさに新生活
様式の中での開催でした。限られた練習時
間，制限の中でどの学年も本当に素敵な合
唱を披露してくれました。特に３年生の 《教室で他学年の合唱を聴く様子》

みなさんの合唱は後輩たちに素敵なものを伝え残してくれました。
先生たちも本当に感動しました。みなさん素敵な合唱をありがとう･･･。《３年生が合唱する様子》

☆栄 光 の 記 録☆
◆令和３年度JA共催広島県小・中学生書道・交通安全ポスターコンクール

半紙・特別賞 坂本 由楽 条幅・特別賞賞 當麻 実子
条幅・優秀賞 橋村 奈那 条幅・佳作 髙田 優芽花

◆第４０回全国中学生人権作文コンテスト呉地区大会
優秀賞 猪野 真央 奨励賞 相原 潤

◆第１４回呉高専建築デザインコンクール 特別賞 山根 仁

◆第４０回呉市入船山記念館塔時計旋律募集 入賞 前田 夢佳

【呉市中学校駅伝競走大会】 男子の部 第２位 女子の部 第４位
※ 男女両チームとも１１月２１日（日）に開催される中国中学校駅伝大会に出場が決まりました。

男子１区 森野哩気 女子１区 山瀬 優
男子２区 上垣内壱太 女子２区 玉置千紗
男子３区 西 祐杜 女子３区 武井ことの
男子４区 松田茄樹 女子４区 有田陽菜
男子５区 原 安志 女子５区 池田 椿
男子６区 坂本 旋

【呉市中学校新人大会】
▼軟式野球部 ２回戦(敗者復活で呉・賀茂大会進出)
▼バレーボール男子 第３位
▼バレーボール女子 １回戦
▼バスケット男子 第３位
▼バスケット女子 第３位
▼卓球男子 団体の部 第１位

個人の部〈2年生以下の部〉正西 悠夢 ベスト８
〈１年生の部〉 桑原 空明 第１位 川辺 陸翔 第3位

▼卓球女子 団体の部 １回戦 個人の部〈2年生以下の部〉賀谷玲那 ベスト16
▼ソフトテニス男子 団体の部 第３位 個人の部 菅 ・橋村組 第３位
▼ソフトテニス女子 個人の部 藤本・山本組 第2位
▼サッカー 第３位
▼剣道女子 団体戦 第３位 女子個人戦 第３位 上瀬 正美
▼陸上競技 ＜男子の部＞
100ｍ第２位 上垣内壱太，第８位 中本蒼馬 200m第１位 上垣内壱太， 第４位 中本蒼馬
400ｍ第１位 坂井龍生 1500ｍ第２位 西 祐杜 3000ｍ第３位 西 祐杜，第６位 坂本 旋
第７位 松田茄樹 400mR第１位（坂井・松田・中本・上垣内）
＜女子の部＞ 800ｍ第３位 池田 椿，第７位 武井ことの 1500ｍ第４位 池田 椿
400mR第６位（山田・田口・三村・有田）



文化部の発表は本年度も昨年度と同様に別の日(10 月 30 日(土))に文
化部活動発表会という形で行われました。吹奏楽部の演奏，美術部，技

術部，家庭科部の作品展示を行い見に来られた保護者のみなさんも感動

していただけた発表会でした。文化部３年生のみなさん３年間本当にお

疲れ様でした。 《吹奏楽部が演奏する様子》

スクールカウンセラー相談日 《 窓口：二井教頭まで連絡お願いします。 》
期 日 １１月 ４日（木）１１月１１日（木） １１月１８日（木） １１月２５日（木）

時間帯 木曜日の ９時５５分～１６時４０分
※ 下線 の日は１３：４０～１６：４０です。
※ 希望の日時を事前にご連絡ください。 （℡ ７１－８５２４）
※ カウンセリングは無料です。また，相談内容については，秘密は厳守します。

相談窓口（体罰，セクシュアル・ハラスメント，いじめ 等）
次のようなことがあれば相談してください。必ずあなたを守ります。

(例)先生からたたかれたり，蹴られたりした。
(例)先生から携帯電話などで誘われたり，身体を触られたりして嫌な気持ちになった。
(例)友だちから無視されたり，悪口を言われたりした。
○ 広中央中学校 電話 （０８２３）７１－８５２４

二井 琢磨(教頭) 矢藤 真二郎(主幹教諭) 村岡 泰幸(教務主任)
三浦 圭太朗(生徒指導主事) 田村 さおり(養護教諭)

○ 保護者相談窓口
担当者 ＰＴＡ会長
相談方法 電話で直接伝えてください。

○ 呉市教育委員会 教職員係 電話 (０８２３)２５－３６１４
相談時間 月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分まで

○ 広島県教育委員会 『体罰，セクシュアル・ハラスメント相談窓口』
専用電話 (０８２)５１３－４９１７・４９１８・４９１９
相談時間 月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分まで

○ 広島県立教育センター 『体罰・セクハラ等相談ダイヤル』
専用電話 (０８２)４２７－３０７６
相談時間 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時まで

１１月の主な行事 １２月の主な行事
４日(木) スクールカウンセラー来校日 ２日(木) スクールカウンセラー来校日
５日(金) 総合文化行事(連音(合唱なし)，話し方， １０日(金) 諸費引落日

理科研究発表,技術家庭科作品展) 漢字検定 １６日(木) スクールカウンセラー来校日
６日(土) 総合文化行事(連音，ふれあい夢議会，英語暗唱) １７日(金) 大掃除
７日(日) 英検二次 ２０日(月) 期末三者懇談①

１０日(水) 諸費引落日 ２１日(火) 期末三者懇談②
１１日(木) スクールカウンセラー来校日，進路説明会 ２２日(水) 期末三者懇談③
１２日(金) 期末試験発表，食育指導(３年) ２３日(木) 終業式
１３日(土) 総合文化行事(放送 プレゼン) スクールカウンセラー来校日

呉賀茂新人大会 ２４日(金) ３年登校日(１～３校時)
１５日(月) 二者懇談会(３年)(～２２日(月)まで)
１８日(木) スクールカウンセラー来校日
２４日(水) 期末試験(～２６日(金)まで)
２５日(木) スクールカウンセラー来校日

文化部３年生のみなさん お疲れ様でした！


