
 

   
 

例年とは少し違った夏休みが終わり、第 2 学期が始まりました。皆さんどのように過ごしていたでしょうか？

そして体調は大丈夫ですか？コロナの波もまだ終息が見えませんが、一人ひとりが予防に努めましょう。 

さて、第 31 期高校生徒会執行委員が中心となって作る新聞も今回が最後になります。今まで本当にありがと

うございました。第 32 期の皆さん、東明館高校をもっともっと活気あふれる学校にしていってください。よろ

しくお願いします。それでは活動報告です。 

６･７月高校生徒会活動報告 

【6 月 12 日 自転車マナーアップモデル校指定書交付式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は東明館がマナーアップモデル校です。 

自転車マナーをしっかりと守って登下校しましょう。 

【6 月 18 日 高校生徒会長・副会長選挙】 

                             新しい東明館高校のリーダーを決めるための 

                             選挙が行われました。 

                             質疑応答も活発でした。 

                             会計・書記の 4 役をはじめ、各種委員長・副 

                             委員長も含めた計 20 名で第 32 期高校生徒会 

                             執行委員会を結成します。 

                             今後の活躍に期待しています！ 

【7 月 16 日 生徒総会】 

今回の総会は第 31 期活動総括と、第 32 期活動方針発表でした。新型コロナウイルス感染防止対策のため密を

避け、放送での開催となりました。マイクに向かって思いを伝えます。 

総会の後は、第 31 期のメンバーでお世話になった生徒会室の大掃除・解散式を行いました。 
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【第 31 期生徒会執行委員より、活動を終えて】※第 32 期執行委員がインタビューしました。 

 

 

とにかくめっちゃ早い 1年やった。体感 1ヶ月くらい(笑) 

色んなことをした楽しさがあってそれ以上に色んなこと

ができなかった悔しさがある。「できないからあきらめる

んじゃない。できないなら、何ができるか、どうしたら

できるか考えよう」そう言って、A がだめなら B B が

だめなら C CがだめならDと続けたけど結局何もでき

んくて。「何で今年なんだよ」とか、「何で今？」とか、

正直今でも思ってる。何もできないまま終わるのが、も

どかしいし恐い。ってすごい思っとったけど、解散式を

やった今は、どんな終わり方であれ、自分らが 1 年間や

ってきた事実がなくなったり、変わったりすることはな

いのかなぁって感じる。まぁ当然なんやけど(笑)色んな

ことをさせてもらって、色んな人に助けてもらってそこ

には色んな思いがあって。本当に人って 1 人じゃ何もで

きないんやなって実感した。自分だけでも、生徒会だけ

でもなく、生徒の皆と先生たちと、他にもたくさんの人

たちがいたから、様々なことができた。関わってきた全

ての人に感謝しかありません。1 年間本当にありがとう

ございました。（第 31 期生徒会長 小山田未来) 

今 1 番思うのは、やっぱりまだやりたいことがたくさん

あったなー。っていう後悔です。(もちろんそれは私たち

のせいでできなくなった訳じゃないから後悔って言わな

いかもしれないけど！)31 期生にしかできない体育大会

とか、桜フェスタとか新歓を自分たち生徒会が中心とな

ってやれたらどれほど良かったかなって思います。でも

今任期を振り返ると、初めての文化祭だったり、クラス

マッチだったり、何もできなかったわけじゃないのは良

かったです。後輩とか先輩から見たら、かわいそうな学

年かもしれないけど生徒会室の掃除だったりボランティ

ア参加だったり、ちょっとした時間が本当に楽しかった

し、生徒会に入って本当に良かったです！このご時世、

何が起こるか分からなくて不安になることも多いと思う

けど、ポジティブに考えて前を向いて進んでいってほし

いです！みんなで協力して最高の東明館を作り上げてい

って下さい！（第 31 期副会長 佐藤里桜) 

仕事は大変だが、生徒会のメンバーで協力して。 

生徒会は楽しいからぜひ入ってほしい。 

（第 31 期会計 井上雅也) 

 

仕事は大変だったけど貴重な体験ができてよかっ

たです。1 年間 31 期生徒会が続けてきたことを後輩にも

続けてほしいと思います。（第 31 期書記 橋本紗良) 

最後まで仕事を副委員長とすることができたのでよかっ

た。自分たちの代は集合時、すばやく点呼をとり遅れる

ことが一度もありませんでした。これを続けていってく

ださい(^^)（第 31 期 HR 委員長 森俊介) 

委員会の壁を越えて皆で一つの仕事ができたことが楽し

かった。初めての文化祭を実施することができてよかっ

た。生徒会に入りたいと思っている人がいたら、ぜひ立

候補してほしい。必ずいい経験になる。 

（第 31 期 HR 副委員長 田中翼聖) 

代議としての活動はあまりできなかったけど、生徒会と

してみんなで協力してできてよかったです。心残りがな

いようにみんながんばって！！ 

（第 31 期代議員長 原田禎子） 

ほっとしている。コロナで多くの行事がむずかしくなる

と思うが、がんばれ。（第 31 期代議副員長 谷口悠) 

普段話さないような人と話すことができたことがよかっ

た。これからも風紀を守って、楽しい学校生活を送って

ほしい。一年間ありがとうございました。 

（第 31 期風紀委員長 山口萌) 

生徒会に入って初めの方は、心配事や慣れないことばっ

かりで大変だったけど、入ったことを後悔したことはあ

りません。私たちはコロナで桜フェスタも体育大会も中

止になりました。皆、全力で取り組んでいたからこそ悔

しい思いでいっぱいです。32 期生徒会はぜひ私たちの分

まで全力で取り組んでほしいです。Fight！！ 

（第 31 期風紀副委員長 菅原春花) 

やりがいがあった。生徒会室だけはきれいにしていって

ください。（第 31 期美化委員長 坂田行飛) 

生徒会の一員になって、損したことはなかったです。学

校初の文化祭では夜遅くまで残ってみんなで準備をした

ことが印象的でした。マニュアルもなく成功するのか心

配だったが、生徒会 20 人で作り上げることができ、学校

生活での思い出の 1 つになりました。生徒会長である小

山田の下で活動できたことは私の誇りです。31 期生徒会

の一員で本当によかったと心の底から思いました。32 期

生徒会も全員で協力して頑張ってください！！ 

（第 31 期美化副委員長 小川南季) 

一年間を終えて、後輩たちへメッセージをお願いします。 



最初は凄く自分で務まるのか心配だったが、生徒会の皆

のおかげで最後までやり遂げることが出来ました。特に

副委員長の青流さんには、感謝してもしきれません。な

ので、もし今の生徒会で不安な人は、まず全力で物事を

行ってみて下さい、そしたら皆ついてきてくれるはずで

す。（第 31 期体育委員長 西玲樹) 

皆さん、昨年度のクラスマッチは楽しんでいただけたで

しょうか。私たちは、1 年間を通して、様々な「クラスマ

ッチ改革」を行いました。慣れないことも多く、至らな

い点ばかりの私たちでしたが、温かく見守り、ご協力し

ていただき、本当にありがとうございました。正直、生

徒会の活動に悔いがないとは言い切れません。第 3 回ク

ラスマッチも体育大会も中止になってしまったことは悔

しくてなりません。後輩の皆さんには日常を当たり前だ

と思わず、１つ１つを噛み締めて、何事にも全力で楽し

んで下さい。（第 31 期体育副委員長 北原青流) 

コロナでできなかった行事もあるが、最後までやりきれ

てよかった。生徒会を中心に協力してがんばれ。 

（第 31 期保健委員長 荒木大和) 

1 年を通して、保健委員としての仕事だけでなく、生徒

会全員で協力して文化祭など運営できて良かったです。

来年は体育大会などだけでなく全ての仕事を大切にして

下さい！！（第 31 期保健副委員長 堀有沙) 

任期の後半は思うように活動できず、心残りもあります

が、生徒会として活動した 1 年間は本当にあっという間

でとても充実した時間でした。文化委員長になったから

こそできた経験や学びがたくさんありました。今振り返

ってみても楽しかった思い出ばかりで生徒会に入って良

かったと心の底から思います。大変なことも辛いことも

多いけど、頑張りは必ず誰かが見ていてくれるし、途中

で投げ出さないでやり続ければ最後は楽しい思い出に変

わると思います。生徒会活動頑張って下さい！ 

（第 31 期文化委員長 木村藻笑) 

楽しかった。協力性が身につけられた。 

コミュニケーション能力があがった。 

うまくいかないこともあるけど、がん 

ばってください。 

（第 31 期文化副委員長 木戸慎太郎) 

 

 

 

 

正直、やり遂げられるとは思わなかった。連絡の大切さ

を痛感した。（第 31 期図書委員長 佐藤拓磨) 

一年間あっという間でした。行事等の運営に携われて楽

しかったです。大変な事もあるかもしれないけどがんば

ってください。（第 31 期図書副委員長 久佐木葵) 

【生徒会担当 深町先生より】 

第 31 期生徒会執行委員の皆さん、一年間本当によく

やり遂げましたね。全校で一緒に活動する機会は他の代

より少なかったかもしれませんが、どの代にも負けない

くらいたくさんの課題を持ち、しっかりと考え、様々な

ことに取り組み、学んできました。皆さんの姿を見て励

まされた人、皆さんにあこがれて自分も何かしたいと行

動を起こした人、皆さんの作る生徒会活動で一緒に楽し

んだ人･･････それぞれの心を動かしてきました。私自身、

皆さんから学ぶことは多々ありましたし、優しさや元気

をたくさんもらいました。豪雨や新型コロナウイルスな

ど、緊急事態と言われるような大変なことが起こって、

普通に行事が行える日常のありがたさを痛感した 31 期

の活動だったと思います。そのような中で、とちとこ祭

(文化祭)という大イベントを 30 期から引き継ぎ、計画を

練り直し、立派に成功させたあの夏から一年、生徒会室

を楽しそうに掃除する皆さんはとても輝いていました。

ここでの学びを忘れずに、次は進路実現に向かって懸命

に努力する姿を後輩たちに見せてください。あなたたち

の輝ける未来を楽しみにしています。 

さて、32 期生徒会を作り上げていく皆さん、いよいよ

あなたたちの番ですね。先輩方に負けないようなすてき

な活動を作り上げましょう。 

最後に、生徒会活動は執行委員だけで成り立つもので

はありません。生徒の皆さんそれぞれが協力して楽しん

で、作り上げていくものです。東明館を皆さんの手で、

もっと盛り上げていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６･７月中学生徒会活動報告 

【今月の委員会】～保健委員会～ 

○内科検診･･･持ってくるもの、何をするかなどのお知らせ 

○身体測定･･･「体操服を持ってくるように」などのお知らせ・視力検査の場所作りの手伝い 

○腎臓検診･･･腎臓検診のためのキットの配布・注意事項の説明  

その他、コロナウイルス対策で、換気や消毒液の補充をしました。 

 

換気を忘れている時もあったので、来月はより心がけていきたいと思います。 

消毒はみんなこまめに出来ていたのでよかったです。 

 

 

【７月各種委員会報告】7 月 29 日中学各種委員会を行いました。 

議題：７月の反省と８月の月目標決め 

ＨＲ委員会：7 月はベル着ベル礼ができていなかったり挨拶ができていなかったりした。また、授業中のおしゃ

べりや先生によって態度が変わるということもあった。 

      8 月の目標は、生活習慣を整えて万全の状態で学校に行こう。となりました。 

代議員会 ：7 月は直接内容を伝えられなかったけど、ＦＢＴの復習を通して次のテストも頑張ってほしい。と

いう反省でした。 

      8 月の目標は、7 月に続いて暑さに負けず、夏季補講を集中して取り組もう。です。 

風紀委員会：7 月は全学年を通してマスクの着用を完全にはまだ徹底できていなかったです。 

      8 月の目標は、服装の着方に気をつけて涼しく過ごそう。に決まりました。 

美化委員会：7 月は全体的に掃除ができているところとできていないところがありました。 

      8 月の目標は、オープンスクールに向けて、すみずみまで掃除をし、身の周りの整理整頓を心がけ

よう。です。 

体育委員会：7 月は集団行動について、足がそろっていなかったり、声が出ていなかったりしました。 

      8 月の目標は、熱中症に気をつけよう。に決まりました。 

保健委員会：7 月は水分補給をして熱中症に気をつけているクラスとそうでないクラスがありました。 

      8 月の目標は、コロナウイルス対策のため、マスクをつけよう。また、それにより熱中症のリスク

が高まるので気をつけよう。に決まりました。 

文化委員会：7 月はベルマークを入れてもらえるような工夫をあまり出来ておらず、集まらなかったという反省

がありました。 

      8 月の目標は、放課後などに声かけをして、ベルマークを入れてもらおう。です。 

図書委員会：7 月は、月目標を早く決めることができたが、決めるだけで他に何も連絡をすることができなかっ

た。また、おしゃべりや私語が多かったという反省がありました。 

      8 月の目標は、平日の朝読書だけでなく、休日にも本をたくさん読むことを心がけよう。に決まり

ました。 

※この他、高校 3 年生の 

進路実現を願って鶴文字作成、 

美化活動の一環でスイセンの 

球根を植えるなどの活動を 

行いました。 


