
１月の予定
1 日 2 月 3 火 4 水 ５ 火 6 金 7 土

元日 振替休日

8 日 9 月 10 火 11 水 12 木 13 金 14 土

成人の日 始業式 発育測定 給食開始
避難訓練

15 日 16 月 17 火 18 水 19 木 20 金 21 土

専門 生徒集会 読書ウィーク
･中央委員会 文学講演会

22 日 23 月 24 火 25 水 26 木 27 金 28 土

← １年スキー教室 → 読書フェス
←２年 救急救命講習会→ ティバル

29 日 30 月 31 火 2月の予定
２月１日(水) ２年実力テスト
２月５日(日) 三郷ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
2月6日(月) 入学説明会
2月23･24日 学年末試験

お知らせ
２年実力テスト

日本一の読書のまち三郷
学校だより12月号で実施を1月12日 おすすめの本コーナー

(木)としていましたが、2月1日(水)に ｢くらべる東西｣ おかべ たかし(文) 東京書籍
変更致します。

関東と関西では、文花に違いがあります。例えば、おいな
入試関係日程 りさん関東は俵型ですが、関西は三角です。俵型は、五穀を
埼玉 司る稲荷神社に奉納する米俵の形。三角はキツネの耳の形や
願書提出期間 2月20･21日 伏見稲荷大社の稲荷山の形とされているそうです。また、銭
志願先変更 2月23･24日 湯の湯船の位置も関東と関西では違うようです。関東は、浴
学力検査 3月 2日 場の奥にあり、関西は、浴場の真ん中にあります。関東は肉
実技･面接 3月 3日 体労働者が多く、汚れを落としてから湯船につかるので奥に、
発表 3月10日 関西は、商人が多かったので、温

千葉(前期) まってから身体を洗うので中央に
願書提出期間 2月3･6日 据えたとされています。写真が掲
前期選抜 2月13･14日 載されていて、解釈もついている
発表 2月20日 ため一目でわかり

千葉(後期) ます。
願書提出期間 2月23･24日 年の初め、日本の
志願､希望変更 2月27･28日 文化に触れてみる
学力検査等 3月 1日 のも良いのではな
発表 3月 7日 いでしょうか。

「才能ある人」は、「努力する人」にはかなわない。
「努力する人」は、「楽しみとする人」にはかなわない。

校長 高橋 宏至
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
発明王のエジソンは「人間は１％の才能と９９％の努力だ」と言いました。
「才能ある人」は、スタートは他人よりリードするでしょう。その人が、今持っている力だけで勝負し

ていますから、自ずと限界があります。しかし、「努力する人」はどうでしょうか。コツコツと積み上げた
努力は、最初は見えませんが、蓄積され、ある時、突然、力となって発揮され始めます。

努力の結果はすぐに出ませんので、あきらめてやめ
てしまう人もいるようです。もったいないです。 全国テストを分析すると『学力の高い』
そして、なぜか最後に競った時には、「努力する人」 生徒に共通する項目が見えてきます。

が勝利するものです。しかし、「努力する人」も、それを 1)持ち物の準備をする生徒は学力が高い
「楽しみとする人」にはかないません。 2)朝食をとる生徒は学力が高い
努力をしているけど、嫌々ながら続けている人と、将 3)7時間から8時間の睡眠をとる生徒は、

来の目標に向けて、苦痛ではなく、自分の意志で楽し 他の睡眠時間の生徒より学力が高い
みになっている人とは、最後の伸びが違うようです。 4)きまりを守る、友だちとの約束を守る生
楽しいとは、ふざけるとか、さぼる、楽をするという意 徒は学力が高い

味ではありません。今、自分がやっている「勉強」「部 5)ノートをていねいに書く、みんなの前で
活動」「ボランティア」など、自分で決めたことに信念を 意見を発表できる生徒は学力が高い
持って『継続する』ことです。始めることは誰にでもでき ※学校の勉強だけでなく、家庭学習の両
ます。やめてしまうことは簡単です。でも続けることは大 面から取り組むことが学力向上には大切
変なことです。 なことです。

【きらりカード１０枚達成者】 【PTA 連合会三行詩表彰】
２－４ 橋本美樹さん（２回目達成） PTA 連合会会長賞 ３－４ 森田しおりさん
２－５ 宮下和士さん（２回目達成） 銀賞 ３－２ 中沢美優さん

【図書館を使った調べる学習コンクール】 【数学検定】
優秀賞 ３－２ 見角大翔さん 準２級 ２－５ 宮下和士さん

【英語スピーチコンテスト】 ３－２ 谷川直紀さん
３位 １－４ 嶋田萌乃さん、中村心咲さん ３－３ 木本 颯さん

【中学生デザイン画コンテスト】 【三郷市読書感想文コンクール】
佳作 ３－３ 栗原美希さん 準特選 １－４ 関 優衣さん

【漢字能力検定】 【第５８回身障展】
準２級 ３－１ 岩瀬英理子さん 入選 １－４ 菊原麗華さん

３－３ 追久保隼也さん 【バスケットボール選抜選手】
３－４ 森田しおりさん 東部Ｂ地区 ２－１ 中島音々さん

【三郷市リクエスト献立】 【発明創意くふう展】
優秀賞 ２－３ 勝野恵百香さん 優良賞 １－３ 大和田優菜さん

【身体障害者福祉のための美術展覧会】 【バドミントン連盟３５周年記念大会】
入選 １－４ 菊原麗華さん 優勝 ３－３ 中山愛樹翔さん

【新人体育大会兼県民総合体育大会】 ３－４ 佐伯龍之介さん
【個人】４００ｍ １位 ２－３ 佐野 空さん 【環境ポスターコンクール】
【団体】２位 女子バスケットボール部 三栄興業賞 ２－４ 福井ももこさん

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 １６３名
２年 １７４名
３年 １５９名

平成２８年度
みなみ風 第 ９ 号
平成２９年１月１０日発行



３年生を中心としたボランティア活動が続いています。寒い中、毎日の掃き掃除や花への
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。 水やりなど欠かすことなく行われています。次に続く後輩も育ってきています。

http://www.edu.city.misato.lg.jp/minamichu/

12月3日(日) ＰＴＡ三行詩表彰式 12月6日(水) １年生 百人一首大会

寒い中、毎日落ち葉はきや、水やりが行われています

３年生森田さんがＰＴＡ三行詩Ｐ連会長賞を １年生はスキー教室でも百人一首大会を予定
受賞しました。おめでとうございます。 しています。今回は予行練習でした。

12月7日(木) 人権週間の取り組み 12月22日(金) 第２学期終業式

２学期最後に、校長先生よりボランティア６人へキラリ賞が渡されました

人権(いじめ防止)教育ドラマ、悩まずアタック！ ２学期の頑張りや成果を互いに確認･評価し
脱・いじめのスパイラルのビデオを視聴し、 合い、３学期に向かいます。素晴らしい態度

いじめについて考えました。 で臨むことができた終業式でした。 保護者や地域の方による調理実習補助 町会へ学校で育てたプランターを
のボランティア プレゼントしました


