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千葉県 3月4日(金) 千葉県後期発表日 卒業式予行
後期学力検査 3月8日(火) 3年生を送る会 3月15日(火) 卒業証書授与式

3月10日(木) 埼玉県公立発表日

お知らせ 日本一の読書のまち三郷
第３回 PTA資源回収

おすすめの本コーナー
中学時代にガンバれる40の言葉 中谷 彰宏(著)

日時 ２月７日(日) PHP 研究所
回収 午前9時～10時 中学時代に自分を応援してくれる言葉に出会えたら、これからの
積込 午前9時～11時 長い人生の中で困難があっても乗り越えられるはずです。この本の

小雨決行 中にはたくさんのガンバレる言葉が書かれています。1つ紹介する
雨天予備日 ２月1４日(日) と、｢難しいことを楽しもう｣です。難しい問題に当たった時は「面白

い」。勉強は｢できた｣｢わかった｣である必要がないと書かれていま
当日、三郷シティハーフマラソン す。できなくても｢面白い｣と言えば、何かできそ

に参加する運動部員が多くいます うな気がしてきます。また、テストで間違っても
ので、学校でお手伝いしてくれる ｢しまった｣ではなく､｢面白い｣と思います。｢残
生徒ボランティアを募集します。 念｣｢悔しい｣と思ってしまうとできなかったことを
募集の知らせをしますので参加を 認めてしまうことになるからだそうです。大切な

お願いします。また、保護者の方 のは、問題を解くことではな
でお手伝い願える方はぜひ来校く く、楽しくなること。勉強の楽
ださい。よろしくお願いします。 しみ方を知っている人はす

ごいのです。難問に当たっ
ても｢面白い｣と思えば、越
えられそうな気がしません

か？発想の転換!この本を読めばたくさんのガ
ンバレる言葉に出会えます。

小中連携教育の推進
校長 久保田 悟

１月も終わり、いよいよ２月になりました。もうすぐ立春とはいえ、厳しい寒さが続い
ています。

学校では、１年生が「スキー教室（長野県菅平）」からお土産話をいっぱい持って帰って
きました。２年生は「小中連携教育研究発表会」で、鷹野小学校５年生とコラボし、小中
学校の児童と生徒の関わりを発表してくれました。３年生の中にはすでに進路先が決まっ
た生徒も数名おりますが、今まさに受験真っ盛りです。千葉県公立高校の前期入学試験が
もうすぐ始まります。

さて、先週の１月２６日（火）に、南中学校を会場にして、
「平成２６・２７年度三郷市教育委員会委嘱 小中連携教育研
究発表会」を開催しました。この研究は、南中学校区の児童生
徒を小学校と中学校が連携し、９年間を見通しながら、学校・
家庭・地域で育てていこうという教育実践です。当日、共に研
究を進めてきた高州小学校の５年生児童がインフルエンザで学
年閉鎖となり、鷹野小学校の５年生児童を迎え、体験授業と中
学校１年生の道徳の授業を公開しました。
この実践の第一歩は、南中生の派遣からでした。「中学生が

地域や小学校で活躍し、小学生の良き手本となること。」「交流
を通して、小学生が中学校進学への不安を解消すること。」い
わゆる中１ギャップの解消がはじまりでした。
本校では、平成２５年度から、南中生を小学校や地域への

派遣を開始しました。①あいさつ運動 ②赤ペン先生 ③運動
会ボランティア ④合同防災・避難訓練 ⑤読み聞かせ等々、
以下はその派遣人数の推移です。

活 動 内 容 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
①あいさつ運動 ２０５人 ３４７人 ４４０人
②赤ペン先生 １１人 ３８人 １３３人
③運動会ボランティア ２１人 ３０人 ６３人
④合同防災・避難訓練 ０人 ７６人 １３６人
⑤読み聞かせ ０人 ０人 ３６人
⑥地区別市民体育祭 ０人 ０人 １１人
⑦地域みんなでコンサート ２人 ２人 １２人
※地域みんなでコンサートは、出演者を除くボランティア生徒数

児童生徒間の交流が深まるにつれ、教員間の交流も増えてきました。特に夏季休業中は
南中学校区の５小中学校の教員が一堂に会して、情報交換をしたり、道徳の教科化に向け
ての研修を進めてきました。

発表会当日は、三郷市教育委員会教育長 榎本幹雄 様をはじめ、教育委員会の先生方、
南中学校、高州小学校、鷹野小学校の学校評議員、市内小中学の校長先生方とたくさんの
来賓を迎えて無事終了しました。今後も、南中学校区の４小学校と連携し、生徒が笑顔で
活躍できる学校づくりに取り組んでまいります。
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ボランティア魂 創立70周年記念事業
男子バスケットボール部 実行委員会･部会の活動

「つながる。 地域とコラボし、新たなあゆみへ」

卒業生の方70周年事業のお知らせを発送する作業を行い
ました。PTAの呼びかけにより、多くの方に集まって頂きまし
た。寒い中、ボランティアで作業をして頂き､ありがとうございま
した｡2月6日(土)に2回目を予定しています。

ご協力頂いた皆様
脇田 宣欣 様 五十嵐紀子 様 西岡みのり 様

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。 鈴木 朋子 様 谷野 舞美 様 逵井 直子 様
http://www.edu.city.misato.lg.jp/minamichu/ 男子バスケットボール部が298号沿いのゴミ 増田 愛子 様 渡邉 君子 様 佐藤亜里砂 様

２月もインフルエンザがはやりそうです。特に３年生は、自分の進路に向けて体調を 拾いを実施しました。ゴミの多さにビックリ。 渡邉ひろみ 様 望月 三智子 様
整え、力を１００％発揮できる準備をしていきましょう。。 地域の方から賞賛の声を頂きました。 大変ありがとうございました

1月8日(金) 始業式･避難訓練 1月１２日(火) 発育測定 1月12日(火) 登校指導 1月14～16日 １年生スキー教室

自然災害時に中学生が地域の力とな 学期始めの発育測定が行われました。 初雪が観測されました。地域の方に見 今年から菅平高原に場所を移してスキー教室が実施されました｡素晴らしい天
ります｡命と地域を守るために多くの 男子は背が伸びました。どんどん食べ 守られ、今日も安心して登校できてい 気の３日間でした。初スキーの人もリフトに乗り、滑ってくるまで上達しまし
訓練を行いながら、備えていきます。 て運動して大きくなりましょう。 ます。いつもありがとうございます。 た。仲間と過ごした３日間を自分たちの財産としてこれからも頑張ります。

1月22日(金) 小中連携発表会 1月24日(日)～1月30日(土) 1月25日(月) 鷹野小での読み聞かせ 1月26日(火) 小中連携教育(生徒指導)研究発表会
合同練習会 読書ウイーク 展示

2年生は２６日の発表会に向けて、生徒 読書ウイークです。文学講演会が三 読書ウイークの一貫として、南中学校 研究発表会が開催されました。1年生の道徳の公開授業、中学校の教員による小
14名ずつ、鷹野小、高州小に打合せ、 郷市文化会館で開催されました。市内 の生徒(図書委員会)が鷹野小学校へ出 学生の体験授業を実施しました。鷹野小学校の5年生と中学2年生とのアトラクションで
合同練習に行きました。中学生らしい歌 の小中学校が展示を行いました。南中 向き、読み聞かせを行いました。緊張 はすばらしい歌声を響かせていました。 八木郷小､高州東小を含め５校で今後も連
の模範を見せ､指導を行いました。 学校も特色ある展示を行いました。 しましたが、良くできました。 携の絆を深めていきます。


