
🔶 元気なあいさつ 明るい歌声 笑顔あふれる中央中学校                    

     中央中だより 
３Work （Team・Net・Foot）を大切に中央中の子供たちのために 

 令和４年度の生徒会本部役員選挙が右のような選挙日程のもと、 

公正・公平に行われました。公職選挙法の改正により、選挙権年齢 

が 20歳以上から 18歳以上に引き下げられました。公民としての 

資質の向上を目指すことも生徒会本部役員選挙の目的の一つです。 

本校の生徒会本部役員選挙は実際の選挙の方式に合わせて実施して 

います。投票日当日は狭山市役所から投票箱と記載台をお借りして 

本番さながらの選挙の雰囲気を体験しました。 

＊1 立会演説会はコロナ禍のためリモートで行いました。 

＊2 狭山市の選挙管理委員会事務局の方が取材に見えました。 

本校の生徒会本部役員の定数は、会長 1名、本部委員 8名です。 

今回、会長 1名、本部委員 8名が立候補してくれましたので、全て 

信任投票となりました。また、2年生の本部委員の中から副会長を投票で選びました。中央中学校の伝統を

引き継ぎ、学校生活をより充実させたいという前向きな気持ちで立候補してくれた生徒の皆さん、本当にあ

りがとうございました。その勇気に心から敬意を表します。立候補者は、言葉では表しきれないくらいの不

安や重責と闘ってきたと思います。悩みに悩んで立候補届を出し、教室訪問や登校時の選挙活動を乗り越

え、11 月 8 日の立会演説会に臨んだことでしょう。立会演説会の 3 分以内の原稿作成に何日も何十時間

も費やしたことと思います。新生徒会本部役員の皆さん、今回の経験が今後の人生の糧になることは間違い

ありません。そしてこれからがスタートです！これからの中央中生徒会の舵取りをお願いします。また、立

候補者をずっと支えてくれた応援者の皆さん、君たちの支えがあってこその選挙でした。本当にありがとう

ございました。これからもしっかりと応援者として立候補者を支えてくれる存在でいて下さい。 

 最後に前任の生徒会本部役員の皆さん、１年間中央中学校のために最善を尽くしてくれてありがとうご

ざいました。中央中生を笑顔にしたいと様々な活動に取り組んでくれました。君たちの活動する姿を見て、

憧れの気持ちから、今回立候補してくれた生徒もいます。良きバトンを手渡してくれました。感謝！ 

《新・生徒会本部役員の紹介》 

役  職 氏  名 

生徒会会長 ○○ ○○さん 

生徒会副会長 ○○ ○○さん 

2 年男子本部役員 ○○ ○○さん 

2 年女子本部役員 
○○ ○○さん 

○○ ○○さん 

1 年男子本部役員 
○○ ○○さん 

○○ ○○さん 

1 年女子本部役員 
○○ ○○さん 

○○ ○○さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 11 月 16 日 第 12 号 

校 長   中 村 洋 一 郎 

中央中さわやか相談室 ３階 

相 談 室  ☎ 2959-9591 

《選挙日程》 

公 示   10月 7日 

立候補受付  

10月 11日～10月 17日 

選挙運動期間 

11月 1日～11月 7日 

立会演説会 11月 8日 

投票日   11月 8日・9日 

開票    11月 9日 

選挙結果公示 11月 10日 

任命書授与式 11月 11日 

【緊張の立会演説会】 

【素敵な選挙ポスター】 

【新本部・任命書を手に笑顔！】 

【旧本部・感謝状を手に笑顔！】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《中央中生の活躍１》 

◇身体障害者福祉のための 

第６４回埼玉県児童生徒美術展 

特選 1年 2組 ○○ ○○さん 

入選 1年 2組 ○○ ○○さん 

入選 1年 3組 ○○ ○○さん 

入選 1年 4組 ○○ ○○さん 

◇第５７回郷土を描く児童生徒美術展 

特選 3年 3組 ○○ ○○さん 

入選 １年 1組 ○○ ○○さん 

入選 １年 2組 ○○ ○○さん 

 入選 1年 2組 ○○ ○○さん 

入選 1年 4組 ○○ ○○さん 

入選 2年 4組 ○○ ○○さん 

《中央中生の活躍２》 

◇ダイアプラン環境ポスターコンテスト入選 

3年 3組 ○○ ○○さん 

作品名 「あぜ道と入道雲」 

＊埼玉県西部 5 市で構成される協議会が主催す

る環境ポスターには、1,900 点を超える作品の

応募がありました。応募作品の中から優秀作品

20点の中の 1つに選出されました。今後、各市

の公共施設で展示されます。 

◇令和 4年度「環境にやさしい絵画コンクール」 

 入選 1年 4組 ○○ ○○さん 

 入選 3年 3組 ○○ ○○さん 

《中央中生の活躍 3》 

◇第 59回狭山剣道大会 

中学生団体の部（男子） 第 3位 

 中学生個人の部 準優勝 ○○ ○○さん 

 中学生団体の部 優勝   ○○ ○○さん＊ 

  ＊剣志会（剣友会）のメンバーとして出場 

《中央中生の活躍 4》 

◇令和 4年度人権標語審査結果 

（入間地区人権教育推進協議会） 

（入間郡市同和対策協議会） 

優秀賞 1年 1組 ○○ ○○さん 

「マスク下 あの子は本当に 笑顔かな」 

参加賞 1年 2組 ○○ ○○さん 

   「皆さんに そこに愛は あるんかな」 

     1年 3組 ○○ ○○さん 

「ひそかに かくれてるんだよ 言葉のナイフ」 

《中央中生の活躍 5》 

◇R4狭山市科学教育振興展覧会 

金賞 ○○ ○○さん・○○ ○○さん 

   「色々な液体で育てた豆苗」 

   ＊地区展覧会に出品されました！ 

金賞 ○○ ○○さん・○○ ○○さん 

「日光を遮る物を変える事で、温度は変化するのか」 

銀賞 ○○ ○○さん 

   「本の変色と日光の関係」 

銀賞 ○○ ○○さん 

   「表面張力をはかる」 

銀賞 ○○ ○○さん 

   「炭酸で骨は溶けるのか？」 

銅賞 ○○ ○○さん 

   「ジュースに入っている砂糖の量」 

銅賞 ○○ ○○さん 

「色が変わる⁉ハーブティー・バタフライピー」 

銅賞 ○○ ○○さん 

   「炭酸水の研究」 

銅賞 ○○ ○○さん 

    「迷いやすい経路の研究」 

《中央中生の活躍 6》 

◇第 63回入間地区児童生徒発明創意くふう展 

優良賞 1年 3組 ○○ ○○さん 

    作品名「収納ボックス」 

優良賞  1年 4組 ○○ ○○さん 

      作品名「宙ぶらりん」 

《中央中生の活躍 7》 

狭山市子ども会育成会連絡協議会の会長から地

域活動に貢献したとしてジュニア・リーダーの表

彰状をいただきました。 

◇ 3年生 ○○ ○○さん 

地域でのボランティア活動が評価されました！ 

中央中学校では、生徒たちが全校の前で表彰さ

れる場面が多い学校を目指しています。一人一人

の頑張りや努力をみんなで称賛したいと考えて

います。今後の益々の活躍を期待しています！ 


