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夜久野学園
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米澤 善太 くん

副会長
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石田 力也 くん

副会長

7 須藤 穂花 さん

議長

8 土井 陽菜 さん

議長

6 衣川 陽菜 さん

書記
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今西 健人 くん

広報会計 8

花木 優太 くん

広報会計 7 藤原 美空 さん

12 月 9 日(月)に音楽部が「グリーンビラ夜
久野」を訪問し、リコーダーアンサンブルの演
奏を披露しました。演奏は「見上げてごらん夜
の星を」「ふるさと」など４曲披露しました。
「ふるさと」の演奏時には、一緒に歌っていた
だき心温まる演奏会になりました。

9 尾上 允規 くん

副会長

9 岡本 さくら さん

副会長

8 米澤 善太 くん

議長

9 髙尾 有沙 さん

議長

7 稲垣 華音 さん

書記

8 土井 陽菜 さん

広報会計 9 日下 璃空 くん

12 月 20 日に児童生徒会によるアル
ミ缶回収で得た収益金 26,100 円を台
風 19 号の豪雨災害義援金として福知
山市を通じて日本赤十字社に送りまし
た。保護者
の皆様、地
域の皆様の
温かいご支
援ご協力あ
りがとうご
ざいました。
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令和２年児童生徒会
本部役員認証式・引継式

広報会計 6 波多野 真紘 さん

月 日 に令和 年児童生徒会本部役員の認証式
と引継式を行いました。緊張の面持ちで校長先生から認
証書を受け取った新本部役員一同が整列して、学園のみ
んなから大きな拍手を受けました。その後の引継式では
旧本部役員の尾上允規前会長と岡本さくら前副会長から
米澤善太新会長・石田力也新副会長へ児童生徒会旗が手
渡されました。
米澤新会長が「小中一貫校のよさを生かし、一人一人
が積極的に活動に参加し、特に地域とのつながりを大切
にして、全員で協力していきましょう」と力強く決意表
明を行いました。
尾上前会長は「体育祭や文化祭
で各学級や全校の絆が深まったこ
とやあいさつ運動では、みんなの
協力があり、みんなの笑顔が輝い
た１年でした。地域の皆さんの応
援をすごく感じました」と感謝を
述べました。
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氏名

(火)

学年

新児童生徒会最初
の取組は書き損じ
はがきを回収し、世
界の幸せに協力す
ることです。ご協力
お願いします。

役職

夜久野小学校
夜久野中学校

久
夜
令和２年が輝かしくスタートしました。
昨年は、夜久野学園の教育活動の推進に対しまして、格別のご厚情を
賜り、誠にありがとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、日本中
が大いに盛り上がる、そんな年になりそうです。世界一流の技や力、チ
ームワークなどスポーツを通してたくさんのことが学べる年になるの
ではないかと期待に胸を膨らませています。
また、教育界では今年の４月より小学校の学習指導要領が順次実施さ
れ、新しい教育の始まりの年でもあります。
そんな新しい時代を前向きに生きるために「笑い」について記したい
と思います。先日ある雑誌で落語家の立川らく朝さんの記事を読みまし
た。らく朝さんは、 歳まで内科の医師として慶應義塾大学病院に勤務
されており、 歳で真打昇進という異色の経歴をお持ちです。そのらく
朝さんが言われるには、「前向きに生きる活力を生み出すのに笑いほど
効果のあるものはない」ということです。
笑うことによって脳の中で分泌される （ベータ）エンドルフィンは、
脳内麻薬とも言われ、モルヒネの何倍もの鎮痛効果を持っているそうで
す。それだけではなく、この エンドルフィンは、強烈な幸福感をもた
らしてくれるそうです。同時に笑うとセロトニン、ドーパミンという物
質も脳で分泌され、セロトニンは心の安定感をドーパミンは精神的な活
力をもたらしてくれるそうです。すなわち笑うと幸せになって（ エン
ドルフィン）心が穏やかになって（セロトニン）なおかつやる気も湧い
てくる（ドーパミン）という効果があるそうです。
年々、自然災害への懸念が大きくなり、様々な悲しいニュースや心配
事もありますが、「笑いの効能」を信じ、前向きに笑顔と笑声で一年を
歩んでいきたいと思います。
本年も、保護者・地域の皆様のご支援とご協力をいただきますようお
願い申しあげ、年の始めのご挨拶とさせていただきます。
61

12

ユネスコ世界寺子屋
運動に参加します。
令和２年 児童生徒会役員

ともに幸せを生きる人材の育成
人のために 社会のために
福知山市教育目標：自分のために
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夜久野学園教育目標：夢に向かって主体的に学び、自ら考え、判断し、行動できる子の育成

令和元年 児童生徒会役員

９年生にとっては、受験が差し迫ってくる３学期が始まりました。左の日程から
もわかるように毎日がとても大切です。受験というプレッシャーとの戦いともなり
ますが、そんな中でも仲間の進路を尊重すること、お互いを尊敬し合うこと、この
ことを大切にして毎日の生活を充実させてほしいものです。
進路について、不安が大きくなる時ですが、学級の一員であること、学校の一員
であること、そして家族の一員であることを再確認してほしいです。それぞれにあ
なた自身の責任があります。受験生だからと言って甘えるのではなく、より責任を
持って行動することを期待しています。責任を果たしていく中から、改めてあなた
を支えてくれている周囲の人に気が付けることでしょ
う。人と人との心をつなぐ最高の言葉は「ありがとう」
です。「ありがとう」が響き、感謝の心にあふれる、今
を作りあげたいものです。
最後に「誇り」を掲げました。９年間、夜久野学園
で学んだことが誇りと感じられるよう一日を大切に過
ごすことを期待しています。９年生にとって、３学
９年生の 4 月当初の写真
期の登校日は卒業式を入れて 45 日しかないのです。

（成績紹介）

12 月 15 日(日)福知山市 PTA インディアカ大会が行われまし
た。毎週木曜日の夜には練習に励み、当日はその成果を存分に発
揮していただきました。和気あいあいと汗を流しながら交流を深
められたことも大きな収穫でした。ありがとうございました。

☆1 位リーグ 4 位
夜久野 B チーム
※夜久野の ABC
の 3 チームが予
選リーグをトッ
プで通過し 1 位
リーグのトーナ
メントに参加し
ました。

１月
８日(水) 始業式・いってらっしゃい見送りデー
９日(木) 給食開始・復習テスト(９年)・発育測定（小学生）
10 日(金) 百人一首大会(５～８年生)・発育測定(中学生)
14 日(火) 校内書初め展（１7 日まで）
・地域未来塾
15 日(水) 百人一首大会（１～４年生）
16 日(木) 地域未来塾
18 日(土) 新 7 年生入学説明会･制服採寸 9:30～
21 日(火) 地域未来塾
22 日(水)～ 学年末テスト（９年生）２4 日まで
24 日(金) 1.2 年生昔の遊び交流
28 日(水) 地域未来塾
29 日(水) ネットトラブルストップ講座
30 日(木) 地域未来塾
31 日(金) 漢検(2～6 年全員＋希望者)

8 年 足立真奈さん
ダブル受賞おめでとう
12 月 14 日(土)と 15 日(日)の 2 日連続で、京都
市内において、京都府人権作文コンテスト(人権擁
護委員連合会長賞)と京都府小論文コンテスト(最
優秀賞)の表彰式に参加し
ました。
なお、人権作文は、全
国大会で、法務省人権擁
護局長賞に輝きました。

SNS トラブルが危険な状況です
令和 2 年 1 月 29 日(水)14:00～
・場所
夜久野学園 多目的室
・5～9 年生と保護者・地域の方 14:00～14:45
・保護者・地域の方だけの講座
14:50～15:20
・講師 篠原嘉一(しのはらかいち) 氏
NIT 情報技術推進ネットワーク株式会社 代表取締役
※保護者・地域の皆様は、スマホをご持参いただけるとより具
体的で分かりやすく説明が聞けます。
※スマホを持たせる側の責任が今、クローズアップされていま
す。大人が知らないことが多すぎます。正しい知識を取り入
れ、子どものトラブルを防げる大人をめざす講座です。

２月
4 日(火)
6 日(木)
13 日(木)
19 日(水)
22 日(土)
25 日(火)
26 日(水)
27 日(木)

新 1 年生体験入学及び入学説明会・地域未来塾
地域未来塾
なわとび大会（小学生）
・地域未来塾
振替休業日（２2 日の分）
授業参観日・PTA 年度末総会
地域未来塾
学年末テスト（７・8 年）
（2/28 まで）
地域未来塾閉講式

３月
9 日(月)
10 日(火)
13 日(金)
19 日(木)
23 日(月)
２4 日(火)

児童生徒総会
感謝の会、結クラブ総会
卒業証書授与式（９年生）
給食終了
卒業証書授与式（６年生）
修了・進級式

本日より第３学期がスタートしました。冬休みを家族で過
ごし、心と体にエネルギーを一杯に蓄えた子どもたち、元気
に登校して来てくれたことを本当にうれしく思います。
なお、1 月 24 日(金)13:50～「昔の遊び体験」1.2 年生
3 月 10 日(火)午後(時間未定) 結クラブの総会を予
定しています。皆様のご参加お待ちしています。どうか今年
もご協力･ご支
援をよろしく
お願いいたし
ます。

