
 

 

 

 

 

 

例年にない猛暑の夏が過ぎ，実りの秋がやってきました。夏休み中にも，さまざまな場所でそれ

ぞれが活躍してくれました。部活動については，中体連秋季大会の日程が台風で変更になりました

が，３年生にとっては最後の大会において力を出し切り，いくつかの部では入賞を果たしてくれま

した。残念ながら入賞にならなかった部でも七尾中の生徒のねばりづよさやマナーのよさについて

は高い評価をいただいています。 

さて，いよいよ実りの秋を迎えますが，それぞれの学年で大きな行事が待っています。 

１年生は９月１３日・１４日の自然体験学習で吉和の「もみの木森林公園」を訪れます。吉和の

壮大な自然を体験したり，協力してキャンプファイヤーや野外炊飯を行ったりと，自然の中で，大

きく成長してくれることを期待しています。 

２年生は９月１９日から２泊３日で大阪・京都へ修学旅行に行ってきます。大阪のものづくり体

験をしたり，京都市内班別自主研修を行ったり，広島を離れて，探求的な学習を行います。 

また，３年生は１０月２７日の文化祭に向けて，劇の取り組みがスタートしました。自分たちの

生き方や社会の問題について，劇を通して自分たちの思いや願いをアピールします。台本の決定か

ら役割分担，効果的な表現の探求など，それぞれのクラスで３年間の活動の集大成としてみんなで

取り組んでもらいたいと思います。 

さて，先日ニュースで，現在，空飛ぶ車の開発が進んでおり，２０２０年

代の実用化をめざして日本で官民合同の初めての会合が開かれたという

報道がありました。海外ではすでにさまざまな会社で開発が進んでおり，

ある会社は２０２０年から試験運転を開始するという報道もなされまし

た。２０２０年代，まさに皆さんが社会人として，活躍し始める時です。 

今後，社会で活躍するために，新しいものを生み出す等の活用できる学

力を身につける上で参考となるラーニングピラミッドと呼ばれるデータ

があります。どのような学習が定着率が高いかを調べたものです。講義で

は５％，読書で１０％の定着率ですが，グループ討議によって学習内容は

５０％定着する。更に，自ら体験することで７５％，また，人に教えるこ

とによって学んだことの９０％が定着するようです。 

現在，授業でもグループでの話し合い活動や，授業最後にお互いに振り返る時間を設定していま

す。七尾中学校では確かな学力を身につけるために，討議したり，お互いに説明しあう活動を充実

させていきますので，これからのグローバル社会で活躍できる学力を身につけるためにしっかりと

学習に取り組んでいきましょう。Be blobal! に向かってジャンプ！（２学期始業式校長挨拶より） 

 

 

 8 月 6 日，戦後 73 回目の夏がやってきました。 

 本年度の平和学習は，前廿日市市長の山下三郎氏をお迎えし，被

爆の体験と，その後，市長として廿日市から世界へ平和を発信し続

けてきた様子をお伺いする機会を持つことができました。 

 山下氏は 15 歳の時，学徒動員として観音の工場で作業をして

いた時に被爆されました。屋根や壁は吹き飛ばされましたが，幸い

怪我はなく，夢中で防空壕に避難したそうです。何とか歩いて廿日

市の家まで帰る時の広島の様子は，まさに生き地獄だったそうです。 

 その後，廿日市市議会議員などを経て，廿日市市長として市政に携わりながら，被爆証言を続け

られ，2005 年には，国連本部で被爆体験を語り，世界に平和の大切さを訴えられました。私たち

も平和な社会をつくるためにしっかりと考え行動していきましょう。 

 （生徒感想文）  

「原爆の恐ろしさや怖さ，平和の大切さをていねいに教えてくださり，ありがとうございました。

平和を実現するために国連に行くなど，いろいろな取組をされたことがわかりました。年々，原爆

が落とされた日や時間を知っている子どもが減ってきているという事実をはじめて知りました。こ

れからは『知らない』という子どもが一人もいなくなるように，私たちが次の世代へ伝えていきた

いと思います。」 ～3 年 1 組 迫田 美咲 

  

 

 8 月 25 日，平成 30 年度中学生と市長のふれあいトークが廿日市市役所で

開かれ，廿日市市内の各中学校の代表者が参加しました。七尾中学校からは生徒

会長の田貝さんが出席し，ゴミ問題や環境問題解決に向けた提案を行いました。 

 田貝さんは平良市民センターまつりのボランティアでエコクイズを手伝った

り，美術部での地域に掲示する環境啓発看板の作成に携わったりする中で，ゴミ

問題・環境問題を身近に感じるようになったそうです。 

 具体的には，市で環境問題に関する講習会を行うことや，環境啓発ポスターを

積極的に掲示したりする等のアイデアを提案しました。市長さんも今後の廿日市にとってゴミや環境の問題

はとても重要であり，大いに参考にしたいと意見を述べられました。七尾中でも身近な環境問題などにも取

り組んでいきたいものです。 

 

 

8 月 25 日（土）に，PTA 学級部主催のクリーン活動が開催されま

した。早朝より多くの生徒，保護者の皆様に参加していただき，校舎と

グランド周辺の掃除を徹底的に行いました。廊下や階段の汚れやトイレ

の汚れ等，洗剤を使って磨き上げ，30 分

もするときれいに輝き始めました。 

また，3 年生は自分の出身中学校で，小

学生といっしょに母校を掃除しました。

「さすが中学校 3 年生！」と小学生や小学校の先生方からおほめの

言葉をたくさんいただきました。２学期が気持ちよくスタートできそ

うです。ご参加ご協力ありがとうございました。 

 

 

  

 廿日市市の公立中学校全１０校の生徒会役員が集まって意見交換

する「生徒会サミット」が 28 日，廿日市市総合健康福祉センターで

開催されました。今年で 4 回目となる生徒会サミットでは，まず最初

に各校の生徒会活動を交流しました。 

 七尾中学校からは生徒会役員の田貝さん，隅廣さん，安部さんの 3

名が参加し，七尾中学校生徒会が続けている「ほめほめカード，BIG

ほめほめ」の取り組みや新入生歓迎会，体育祭での縦割り交流，相手

に気付かれないようにそっとやさしい行動をする「ほめほめシークレ

ットサービス」などについて紹介しました。 

 また，その後，5 人ずつのグループに分かれて行動目標を検討し，「生徒が主人公になる」「地域

と関わる」の二つを共通の行動目標として決め，各学校で具体的に取り組むこととなりました。生

徒一人一人が輝き主人公になる生徒会，地域に貢献する活動をこれからも進めていきましょう。 

          学校教育目標：Be global! 

平成３０年度９月号 
 

   廿日市市立七尾中学校（グローバル・ジュニア・ハイスクール）      マスコット“七王”（ななおう） 

 

                                

 七尾の丘   
 

 
実りの秋～Be global! へむかってジャンプ！ 

平和を守っていくのは一人一人の努力から！  ８月６日平和学習 

１！１ 

 中学生と市長のふれあいトーク～ゴミ問題・環境問題解決への提案（８月２５日） 

 

 生徒会サミット～廿日市市内中学１０校生徒会が行動目標を決定！（８月２８日） 

 

 ＰＴＡクリーン活動に多くの参加（８月２５日） 

 

https://www.sankeibiz.jp/macro/photos/180830/mca1808300500002-p2.htm


 

 

 
【全国中学校体育大会】（第45回全日本中学校陸上競技選手権大会） 

  ○陸上競技  

男子１００ｍ，２００ｍ 岡村 元太 出場 

 

【中国中学校選手権大会】 

  ○陸上競技 男子２００ｍ 岡村 元太 ３位 

  ○卓球 石原 匠 出場 

 

【広島県中学校選手権大会】 

  ○陸上競技 男子総合 第５位 

共通男子４×１００ｍリレー ２位 

  （坂田 具観，岡村 元太，久保 恒輝，原 拓夢） 

共通男子２００m ２位， ４００ｍ ３位 岡村元太 

共通男子４００ｍ 原 拓夢 ７位 

共通男子走高跳 山村天志 ７位 

共通女子走幅跳 蒲生 智海 ６位 

    ○水泳 女子４００ｍ個人メドレー 田丸 空和 ８位 

    

【第６７回大竹市・廿日市市中学校秋季総合体育大会】（3位入賞まで） 

  ○陸上競技  男子 優勝， 女子 第２位， 男女総合 第2位 

         男子 6年連続優勝表彰 

     男子 共通１００ｍ 岡村 元太 1位， 坂田 具観 2位，  

        共通２００m，４００ｍ  原 拓夢 1位 

        共通１１０Ｈ 田畑 和真 ３位 

共通4×１００リレー １位 

  田畑 和真，岡村 元太，坂田 具観，原 拓夢  

        走高跳 山村 天志 2位 

砲丸投 吉岡 勇輝 １位 

        四種競技 鎌田 英斗 １位， 田畑 和真 2位 

     女子 共通１００ｍ ３位，２００ｍ 2位 中国 燦瑚 

共通4×１００リレー ２位 

          大石 小桜，中国 燦瑚，蒲生 智海，高杉 歩果  

        走高跳 高杉 歩果 ３位 

        走幅跳 蒲生 智海 １位， 大石 小桜 ３位 

    ○バスケットボール 男子 第3位，３年連続優勝表彰 

   女子 第3位     

  ○柔道 男子団体 第2位 

        個人 ５５ｋｇ級 宗兼 有飛 ２位 

６６ｋｇ級 網本 竣太 ３位 

８１ｋｇ級 岡田 玄徳 ２位，内田 悠樹 ３位 

○剣道 女子団体 第3位 

    ○卓球 個人 石原 匠 3位 

 

【第５９回広島県吹奏楽コンクール】  銀賞受賞！ 

 

 

【９月の行事予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

お願い：働き方改革のため，学校への電話は午後６時までにお願いします。（緊急を除く）  

 

日 曜 ９月予定 日 曜 ９月予定 

1 土  16 日 （障害者ふれあい交流スポーツ大会） 

2 日 （秋季市民スポーツ大会） 17 月 敬老の日（平良地区敬老会・吹奏楽部出演） 

３ 月 始業式，総復習テスト（３年） 18 火  

4 火 総復習テスト（３年），身体測定（３年） 19 水 2年修学旅行，１・３学年朝会 

5 水 あいさつ運動（2-1），学校朝会 20 木 2年修学旅行 

6 木  21 金 2年修学旅行 

7 金  22 土  

8 土  23 日 秋分の日 

9 日  24 月 秋分の日振替休日 

10 月 生徒会専門委員会 25 火 PTA球技大会練習 

11 火  26 水 学校朝会（県総体壮行式） 

12 水 生徒朝会 27 木  

13 木 
１年自然体験学習 

３年学年体育（クラスマッチ形式） 
28 金 夜間パトロール（２年） 

14 金 １年自然体験学習  29 土 県中学校総合体育大会 

15 土  30 日 県中学校総合体育大会，（原小学校運動会） 

体罰・セクシャルハラスメント及びいじめ等心の相談窓口 

教頭      茶 堂 智 暢   ℡ ０８２９－32-8200（七尾中） 

生徒指導主事  渡 邊 悦 久   気になることがありましたら， 

養護教諭    正 兼 庸 子   いつでもご相談ください。 

学校だよりなどで，生徒や保護者の写真や名前を掲載することがあります。また学校だよりはホームページに掲

載します。写真や名前の掲載を望まれない方は，その旨，学校までお知らせください。 

大 会 の 結 果 

英語検定のお知らせ 
 Be global! の学校教育目標のもと，英語力の向上を目指し，本年度から原則として，全員が年1回学

校で英語検定を受検することとしました。 

 3年生は10月5日（金）午後に，1,2年生は1月25日（金）午後に七尾中学校で英語検定を実施

します。3年生はすでに申し込み手続きを行っています。1･2年生は12月に申し込み案内をします。 

なお，1,2年生で１０月にも受検希望の場合は，個人で書店等で申し込み手続きを行い，10月7日に

行われる会場で各自で受検してください。 
 

創立70周年記念行事の変更等について（お詫びと訂正） 

4月当初，「七尾中学校創立70周年行事」を平成30年11月に実施予定とお知らせしましたが，本

年度は創立70年目，来年度が創立70周年の年ということが判明しました。 

つきましては，創立70周年記念行事につきましては，来年度平成31年11月に予定させていただ

きます。ご迷惑をおかけしました。 
 


