
１月の予定
２月の主な予定 2月19･22日 埼玉県立出願 1 金 2 土
2月1･2日 千葉県立前期試験出願 2月22･23日 千葉県立後期出願
2月5日(金) 新入生説明会 2月24･25日 埼玉･千葉志願変更 元日
2月9･10日 千葉県立前期試験 2月25･26日 学年末テスト
2月17日(水) 千葉県立全試験発表 2月29日(月) 千葉県立後期試験

3 日 4 月 5 火 6 水 7 木 8 金 9 土

始業式
避難訓練

10 日 11 月 １2 火 １3 水 14 木 15 金 １6 土

成人の日 3年学力テスト 給食開始
１･２年 ３年発育測定

発育測定 スキー教室

17 日 １8 月 19 火 20 水 21 木 22 金 23 土

１年 専門 生徒朝会 入試中心日 英語検定
振替休業日 ･中央委員会 （私立）

24 日 25 月 ２6 火 27 水 28 木 29 金 30 土

31 日 小中連携教育 １･2年生 漢字検定
推進発表会 実力テスト

読書ウイーク 日本一の読書のまち三郷
三郷市では1月24日(日)から1月30 おすすめの本コーナー

日(土)を読書ウイークとして様々な読 雲をつかむ少女 藤野 恵美 (著) 講談社

書行事･読書活動に取り組みます。 友だち数人で作ったSNSの中で会話がだんだんエスカレートして
ぜひ参加をお願いします。 いく事に疑問を感じた結衣。自分の動画をアップして、相手と競い
重松 清氏 文学講演会 合っているうちに疑問を感じてSNSを卒業したキクコ。SNSにまつわ
1月24日(日) 13時10分～ る子どもから大人までの、６人のエピソードの短編集。ラストの優哉
場所 三郷市文化会館 はあるいじめをきっかけに引きこもってしまった。インターネットが唯
直木賞･山本周五郎賞受賞作家の 一の外との繋がりだった。ある日、このままではいけないと引きこも

重松 清氏の文学講演会。｢流星ワゴ りの事をSNSに書き込むと、｢尊敬できる人と会
ン｣ではロケが三郷市内の学校で行 ってみると、助けてくれる人はきっといる｣と書き
われました。 込みがありました。優哉は、世界を変えたIT起
南中図書館一般開放 業家が幼いころに住んでいたトレーラーハウス
1月25日(月) ･ 30日(木) を訪ねようと、アメリカに行く決心をしました。そ

午後1時～3時 南中図書館 こで待っていたのは、老婦
第9回読書フェスティバル 人でした。その人がそっと
1月30日(土) 13時～ 抱きしめて一言。『 There
場所 三郷市文化会館 is always light bihind
・柳田 邦男先生と語ろう会 the clouds 』深い意味を込
・全国家読郵便コンクール表彰式 めたこの言葉はこの本を読むとわかります。是
・読書活動発表(八木郷小) 非読んでみてください。

まとめの学期、そして有終の美を
校長 久保田 悟

新年明けましておめでとうございます。
２０１６年の始まりではありますが、学校は１年

の締めくくりである第３学期を迎えます。いわば平
成２７年度の南中学校教育の完成期です。３年生は
進路を決める重要な時期、１・２年生はまとめと同
時に進級するための準備の学期です。誰にとっても、
この３か月が平成２８年度への架け橋の期間になり
ます。
２０１６年の始まりに当たって改めて確認したい

ことは、学校・家庭・地域が「つながる」というこ
とです。昨年の４月から１２月までの５２６名の生
徒の皆さんが小学校でのあいさつ運動や地域の行事等に参加し、活躍してくれました。
さらに、今年は南中学校創立７０周年を迎える飛躍の年です。戦後の新教育制度

のもと昭和２２年５月２日に東和村立東和中学校として開校し、生徒数１５０名、
教職員数１０名でスタートしました。途中いくつか名称も変更しましたが、もっと
も古い中学校の１つとして７０年目を迎えるわけです。昨年度より創立７０周年記
念事業の実行委員（中村昌弘実行委員長他２３名）が発足し、「地域とコラボし、
新たなあゆみへ」をコンセプトに準備を進めています。地域や家庭が一体となって、
皆さんがよりよい環境で学習できるようにと計画を立て、少しずつ実行に移してい
ます。その１つが学校図書館の増設です。中学校教育の大きな目標の１つは「自己
実現」です。「自分の将来を見据えて、進路選択の幅を少しでも広げるために学習
や部活動に励む」ために、仮称「キャリアルーム」を設置します。この図書館では、
職業や高校等の資料（入試の過去問題を含む）や書籍がならび、３年生のみならず
に１・２年生も自由に利用して学習できる機能を持った部屋です。楽しみにしてい
てください。
さて、３年生はいよいよ受験（検）本番を迎えます。インフルエンザやウイルス

性胃腸炎の予防はもとより、健康に留意しつつ、これまでの努力の成果が十分に発
揮できるよう頑張ってください。そして自らの目指す道を切り拓き自己実現を図っ
て欲しいと思います。２年生は３ヵ月後には南中の最高学年となります。この学期
はその準備期間でもあり、学習や部活動、生徒会活動等のあらゆる場面での成功の
鍵が皆さんの双肩に掛かってきます。南中の良き伝統を引き継ぐとともに様々な場
面での活躍を期待します。１年生は間もなく、２学期後半から準備を重ねてきたス
キー教室があります。たんにスキーの技能を習得するだけでなく、この学年最大の
行事を通して学年や学級の団結、友達との協力の大切さも学んで欲しいと思います。
この学期は１年間のまとめの学期、次年度への準備の学期でもあり大変重要な意味
があります。是非有終の美を飾ってもらいたいと思います。
結びになりますが、職員一同、気を引き締めて子どもたちの指導に当たってまい

ります。どうぞ、今まで以上のご支援ご協力をお願い申し上げます。
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三郷市立南中学校だより
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生徒数
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３年 １９３名平成２７年度
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読 書 ウ イ ー ク (1月24日～1月30日)

３学期始業式の様子



家庭学習の標語
学校･学年代表作品

創立70周年記念事業

全校生徒に応募していただいた｢家庭学 実行委員会･部会の活動
習に関する標語｣学年代表及び学校代表 「つながる。 地域とコラボし、新たなあゆみへ」
を選出しました。忙しい中、ありがとうござい
ました。２年生の渡邉さんの作品を学校代 12月14日(月)に昭和29年度から43年度までの卒業生代表
表として市に報告しました。 の方に集まっていただき、世話人会を開催しました。当時の多

くの話をいただきました。改めて多くの卒業生の方にお世話に
未来の自分 つくっているのは 今の自分 なっていることを実感いたしました。

二年 渡邉奈々花 12月開催
12/ 9 校友部会

コツコツと 勉強貯金 実を結ぶ 12/10 図書館部会
南中生の活躍の様子は随時、ホームページで配信しております。 一年 堂村芙美香 12/14 世話人会

http://www.edu.city.misato.lg.jp/minamichu/ 12/15 資金部会
３学期はこの１年の集大成です。１年生はスキー教室で。２年生は校内のあらゆる仕 コツコツと 貯めていこうよ 未来貯金 12/16 部活支援部会
事で。３年生は自分の進路に向けて。それぞれの目標に向かって進みましょう。 三年 木村 水咲 12/17 企画会議

12月1日～8日 ３年保育実習 12月４日（金） 調理実習 お手伝い 12月7日(月) 受賞を祝う会 12月9日（水）保護司との連絡会 12月10日(木) 安全委員会交通安全運動

クラスごとに保育園に実習に行きまし ２年生の家庭科で、保護者のサポー 夏休みの科学の甲子園の県大会第3位、 保護司との連絡会があり、授業を参観 安全委員による登校指導が行われまし
た。普段の生活では体験できない学習 トによる家庭科の調理実習が行われて 交通安全ポスター・作文コンクールの表彰 していただきました。授業に取り組む た。自転車の事故を減らすためにも、
でした。将来の｢親の学習｣の第一歩を いました。ご協力大変ありがとうござ 作文の部で全県から1名だけの金賞を祝う 真剣な姿に感動されていました。 生徒の手による取り組みです。
踏み出しました。 います。 会でした。

12月11日(金) ３年進路セミナー 12月16日(水) 八木郷小･高州小･鷹野小･高州東小･南中 合同避難訓練 12月２2日(火) 大掃除 12月24日(木)第2学期終業式

今年度最後の進路セミナーが開かれ、 小中合同避難訓練が実施されました。小学校に弟妹がいる生徒が小学校に出向 2学期のまとめとして各学年の集会が開か 終業式を実施しました。話を聞く姿勢も立
その後、保護者会が開催されました。 き小学校の通学班と一緒に一斉下校しました。 れました。大掃除もしっかりと取り組むこと 派で、代表生徒は堂々と発表できました。
迫ってきた入試事務の準備を真剣に聞 小学校に弟妹がいない生徒は学校に残り、消火訓練、煙体験を実施しました。 ができました。 2学期の頑張りの成果として表彰される生
いていました 徒がたくさんいました。


