
このように私たちの南中（母校）は今までも、多くの人に「愛され」、多くの人の「誇り」であり、
今後も多くの人に「見守られ」ながら発展していかなくてはいけません。

【７０周年記念式典】
南中学校の創立７０周年記念式典が実施されます。
１ ねらい
(1)三郷市立南中学校創立７０周年を教職員、在校生、保護者、地域社会とともに祝福する。
(2)創立７０周年にあたり、自分を育ててくれた保護者や地域の方々に感謝の心を表すととも

に、地域社会への所属感を再認識する。
(3)創立７０周年にあたり、教職員、生徒それぞれが三郷市立南中学校の良き伝統を受け継ぎ、

よりよい校風の創造を決意する機会とする。
(4)保護者、地域社会の方に三郷市立南中学校の教育活動を理解していただくとともに、今後

地域の中の学校としてさらなる発展を祝福していただく場とする。
２ 式典日時

平成２８年１０月１５日（土）午前１０：００～午前１１：１０（予定）
３ 会場 三郷市文化会館 大ホール
４ 南中祭について

式典終了後 １１：２５（予定）より 南中祭を開催します。
※南中祭のご案内はすでにお知らせさせていただいております。

10月の予定
１１月の主な予定 1 土
11月 4日(金)～3年3者面談 11月19日(土) 地域みんなでコンサート
11月 6日(日) PTAスポーツ大会 (場所 高州東小) 新人戦
11月 9日(水) 3年埼葛テスト 11月20日(日) PTA資源回収 予備日
11月14日(月) 県民の日 11月30日(水)～12月1日(木)期末テスト

2 日 3 月 4 火 5 水 6 木 7 金 8 土

三郷市 ← 男バレー予選 → 専門・ 教育支援担当
防災訓練 ← 新人戦予備日 → 中央委員会 訪問日

(みさと公園) 安全点検日

9 日 10 月 １1 火 １2 水 １3 木 14 金 １5 土
市民体育祭
(東和地区) 体育の日 生徒集会 70周年式典
ひろの 市民体育祭 月曜日程 ･南中祭
童話まつり (高州東町地区)

16 日 17 月 18 火 19 水 20 木 21 金 22 土

振替休業日 小中陸上大会 ← 小中陸上予備日 → 子ども議会
(半田運動公園) (市役所)

２３ 日 ２４ 月 ２5 火 26 水 27 木 28 金 29 土
市内駅伝大会

24日より部活停止期間 → 中間テスト 漢字検定
３０ 日 ３1 月 ← 市内駅伝予備日 → 生徒会
市民パレード 生徒会引継式 役員選挙

２期時間割開始

南中（母校）への愛着と誇り
校長 髙橋 宏至

校長室には「学校沿革誌」という学校の歴史を記載した書類があります。この書類は、学校にある様々な
書類の中でも最重要な書類の１つで、法律で永久保存しなければいけません。

１０月１５日（土）三郷市文化会館で創立７０周年記念式典が開催されます。
そこで、今月の学校だよりでは、この「学校沿革誌」から、私たちの南中（母校）について、Ｑ＆Ａ方式でい

くつか「問題と答え、解説など」を書きたいと思います。

Ｑ１：南中は何回校名が変 Ａ１：４回 ○昭和２２年東和村立東和中学校
わりましたか。 （５つの校名） →昭和３１年三郷村立第二中学校

→昭和３７年三郷村立南中学校
→昭和３９年三郷町立南中学校
→昭和４７年三郷市立南中学校

Ｑ２：今の学校の場所はいく Ａ２：３つ目の場所 ○昭和２２年に八木郷小の敷地で開校
つ目ですか。 →昭和２７年に現在の戸ヶ崎４丁目付近に移転

→昭和３８年に現在地に移転

Ｑ３：何校が分離しました Ａ３：２校 ○昭和４９年に栄中が分離して開校
か。 ○昭和５７年に前川中が分離して開校

Ｑ４：南校舎はいつできたの Ａ４：昭和５７年 ○体育館は昭和４７年に、プールは昭和６１年に
ですか。 できました。

Ｑ５：学校教育目標はいつ Ａ５：平成１７年に改 ○その前の学校教育目標は「根気」「友愛」「正
からあるのですか。 定しました。 義」でした。

「み」自ら学び、「な」仲間と光り、「み」未来に鍛える

Ｑ６：卒業生は何人ですか。 Ａ６：１３，６５２名で ○第１回の卒業生は１１名でした。
す。

Ｑ７：先生は今まで何人いま Ａ７：延べ５５６名で ○昭和２２年度（開校時）の先生は８名でした。
したか。 す。

Ｑ８：１番多いときは何クラス Ａ８：１０クラス ○１年：８クラス、２年：８クラス、３年：１０クラスでし
ありましたか。 （昭和６０年度） た。

Ｑ９：校章はいつできました Ａ９：昭和３９年に吉 ○みさとみなみのＭをＶＩＣＴＯＲＹのＶ字型に
か。 澤貞夫先生が し、祝樹の月桂樹の枝を配し、中に中学校を

考案しました。 あらわす中の字を入れデザインしたそうです。

Ｑ10：生徒会長は何人いま Ａ10：森田しおりさん ○高橋正博先生は第３５代の生徒会長だったそ
したか。 が第７０代の生 うです。

徒会長です。

みなみ風
学校教育目標

み 自 ら 学 び
な 仲間 と 光り
み 未来に鍛える

電話 ９５５－０５５０
FAX ９５６－５８０４三郷市立南中学校だより

三郷市立南中学校
生徒数
１年 １６２名
２年 １７６名
３年 １６０名

平成２８年度
みなみ風 第６号
平成２８年１０月１日発行



お知らせ 日本一の読書のまち三郷
創立70周年 おすすめの本コーナー

記念式典及び南中祭 さかなクンの一魚一会 まいにち夢中な人生

さかなクン(著・イラスト) 講談社
日時 10月15日(土)10:00～
場所 三郷市文化会館大ホール さかなクンの今の活躍の原点は､小学校2年生の時に友達が描
日程 10:00 70周年記念式典 いた1枚のタコの絵でした｡夢中になれる事に出会え､とことん

11:25 南中祭開会セレモニー 突き詰めていく｡そこには､お母さんの理解と信念を貫くさか
(吹奏楽部発表) なクンの姿がありました｡進路で悩んだ時､将来を心配する家

11:50 １学年発表 族､この本には､さかなクンからのたくさんステキなメッセー
12:20 ２学年発表 ジが込められています｡中学時代にいじめら
12:40 昼食・休憩 れている友達について書いた一部を紹介し

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。 13:25 ３学年発表 ます｡『魚の世界にもいじめがあります｡広
http://www.edu.city.misato.lg.jp/minamichu/ 13:50 全校合唱 い海では仲良く群れているメジナ。でも、

14:00 閉会セレモニー 狭い水槽に入れると1匹を攻撃します｡いじ
められているメジナを別の水

※当日は9:30より入場開始です。 槽に入れても､新たないじめが
お子様を通じて配布されるプロ 起こります｡人も狭いところで
グラムを必ず持参ください。 悩んでいないで､広い空の下、

広い海に出かけてみましょう』
家読にもぴったりの1冊です。

1年生｢いじめについて考える｣ 2年生 ｢いのちの授業｣ 3年生「私たちができること｣ 南中創立70周年記念事業のひとつとして、校友会の発足を目指してきました。
NPO 法人ｼﾞｪﾝﾄﾙﾊｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ さら助産院 ブリッジ･エーシア･ジャパン そのために、多くの卒業生や地域の方の協力と幾度も重ねられた話し合いが行われました。
理事 小森 美登里 様 助産師 直井 亜紀 様 新石 正治 様 9月25日(日)午後から鷹野文化センターにおいて｢南中学校 校友会設立総会｣が行われ、多くの方

本年度の南中祭スローガン｢夢語るより、夢を歌おう 今年(いま)が最高｣に向け各学年で講演会を が参加されました。総会では設立の経緯やこれからの活動内容等が熱心に話し合われました。
催しました。どの学年も真剣に講師の先生の話を聞き、南中祭学年発表に向けた準備をしっかりと 全国的にも珍しい公立中学校での校友会を多くの方々と共に大きく育てていきましょう。
行っていました。

○校友会の目的 南中学校の教育事業の推進のために、物心両面でサポートし、｢生徒の成長
学校公開 9月16日(金)・17日(土) 三郷市総合防災訓練 事前練習会 9月21日(水) と自立」に役立てる事と、会を組織する会員の親睦を図る。

・会員の資格は 開校以来の卒業生及び校友会の目的に賛同する個人や法人の方
・会費等は 年間2,000円
・活動内容 学校の教育活動を支援(南中祭資金支援や部活動の備品支援）会員の親睦会
・申し込みは 南中学校にご一報ください。校友会事務局から連絡します。

南中学校 校友会 第1期役員
会長 内田 弘明 (敬称略)

副会長 大山喜久雄 加藤 和男
岡庭 丈夫

幹事長 中村 昌弘
副幹事長 高花 守
会計 宇田川 貢 安斎 貴子

9月16･17日に多くの保護者や地域の方がお見え 10月2日(日)にみさと公園で行われる、三郷市総合 幹事 金子 正夫 篠田 幸一
になりました。授業公開や新入生への説明会・ 防災訓練に参加する生徒と三郷市環境安全部危機 小泉 美奈
部活見学など多くを見て頂きました。夏休みに 防災管理課との打合せ、事前練習が行われました。 監事 増田登美雄 梅田 秀樹
行われた小中連携教育事業の研修を活用した道 市防災訓練にに本校の代表として参加してくれる10 相談役 大木 秀栄 皆川 俊夫
徳の授業も公開されました。 名、当日も南中パワーを見せてください。 南中学校校友会設立総会 9月25日 鷹野文化センターにて 渡邉 登


