
２月の予定
３月の予定 １ 水 ２ 木 ３ 金 ４ 土
9日3年生を送る会 21日給食終了

13日3年給食終了 24日修了式 2年 千葉前期
15日第70回卒業式 27日～31日 実力テスト 願書提出日
17日1･2年保護者会 学年末休業

５ 日 ６ 月 ７ 火 ８ 水 ９ 木 １０ 金 １１ 土

三郷 入学説明会 １年 建国記念の日
ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 千葉前期 実力テスト PTA 新年会

願書提出日 月曜日程

1２ 日 1３ 月 １４ 火 １５ 水 １６ 木 1７ 金 １８ 土

千葉前期学力検査日 中央 生徒集会
･専門委員会 部活停止期間

(24日朝まで)

1９ 日 2０ 月 2１ 火 2２ 水 2３ 木 2４ 金 2５ 土
卒業･進級

認定会議 ←学年末テスト→
千葉前期発表 埼玉 志願先変更期間

埼玉 出願日 千葉 後期出願日

2６ 日 2７ 月 ２８ 火 入試関係日程
埼玉 千葉(後期)

PTA 理事会 学力検査 3月 2日 学力検査等 3月 1日
千葉 志願先変更期間 実技･面接 3月 3日 発表 3月 7日

発表 3月10日

お知らせ 日本一の読書のまち三郷
新入生入学説明会 おすすめの本コーナー

｢天狗先生の)妖怪学入門｣ 富安 陽子(著) 少年写真新聞社
日時 2月6日(月) 受付13:50～
場所 南中学校 体育館 ２月３日は節分です。節分と言えば『鬼』を思い浮かべる
内容 新入生 体験授業 と思います。鬼は、５大妖怪の１つに

保護者 説明会 あげられるそうです。鬼という言葉の
由来、鬼にまつわる言葉など、意外と
身近に鬼がいるということ。そして、

第70回卒業証書授与式 鬼とは人を憎む心が強くなると、人は
人ならぬものになってしまう。鬼にな

日時 3月15日(水) 受付8:20～ ってしまう人間もいるということ。魔
開式9:00 除け・妖怪封じの秘術や全国の妖怪ス

場所 南中学校 体育館 ポット、妖怪図鑑も書かれています。
今も、妖怪ブーム

１・２年保護者会 ですが、実は、江
戸時代も妖怪ブー

日時 3月1７日(金) ムだったとか。イ
13:50～ 公開授業 ラストも多く、本
14:50～ 学年保護者会 が苦手な人にもお

すすめの１冊です。

幸せは歩いて来ない。だから、歩いて行くんだね。
校長 高橋 宏至

「幸せは歩いて来ない。だから、歩いて行くんだね。一日一歩。三日で三歩。三歩進んで
二歩さがる。」

ある一定の年齢より上の人は知っていると思いますが、水前寺清子さんの『３６５のマー
チ』です。思わず口ずさんでしまう人もいるのではないでしょうか？

人生８０年とすると、８０年×３６５日＝約２９２００日の人生があります。こうして数
えてみると、長いと思ったでしょうか。以外と少ないと思ったでしょうか。私は、人生とは、
これしかないのかと思いました。

人生は、楽しいことだけではありません。時に
は辛いこと、辞めたくなることもあります。 【あるファミレスの光景から】

まさに「三歩進んで、二歩さがる」だと思いま 少し前になりますが、ファミレスで食
す。また、それでいいと思います。 事をしたときに見た光景です。

そのような人生だからこそ、来るのを待ってい 父母と子ども２人の４人の家族でし
るのではなく、自分から歩いて行くことにより、 た。一家団らんで微笑ましい光景を想像
道が開けていくものです。 しました。

以前の学校だよりにも書きましたが、最近の日 ところが、父親はスマホ、子ども２人
本人は「他人のせい」が多いと思います。「文句を はゲーム、母親はつまらなそうに、ただ
言った人が勝ち」「見ていないところで、ずるをし 黙っているだけ。
た人の勝ち」ではいけないと思いますし、そのよ 結局、最後まで会話はほとんど無く、
うな世の中にしてはいけません。 子供たちは無言でゲームをしながら食事

南中学校の生徒には、コツコツと努力する人、 を終え、ファミレスを出ていきました。
歩みは遅いけど、続けられる人。そのような人に 最も身近な人間関係は家族です。
なってほしいです。

勉強も部活動も学校生活も友だち関係も、いつもうまくはいかないでしょう。「三歩進ん
で二歩さがる」それでも、『一歩は前進している』このような、感覚と思いを持って、着実
に前進する生活ができたら幸せです。

【人権作文コンクール】 【９年間無欠席生徒】
全国人権擁護委員連合会主催の第３６回 ３－１ 木熊 あいさん、佐藤 幹太さん

全国人権作文コンクールで南中学校が表彰 湧井 翔多さん
されました。 ３－２ 伊藤 賢秀さん、出村 百音さん

これからも、「差 宮 健晃さん
別」や「いじめ」、 ３－３ 青木 菜々美さん
「仲間はずれ」の ３－４ 渡邉 仁さん
ない学校にしなく ※ 健康で欠席しなかったことは、それだけ
てはいけません。 ですばらしいことです。丈夫な体と保護者

に感謝してください。
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三郷市立南中学校だより

三郷市立南中学校
生徒数
１年 １６４名
２年 １７４名
３年 １５９名
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平成２９年２月 １日発行



1月24日(土)～1月２８日(土) 1月28日(土)
読書ウイーク 展示 読書フェスティバル

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。 市内の小中学校が展示を行いました。南中学校の展示も特色あるも
http://www.edu.city.misato.lg.jp/minamichu/ のでした。28日(土)には、市制45周年｢第10回三郷市読書フェスティバ

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 ル｣が盛大に開催されました。私たちは生涯にわたり、深く豊かに生きる力
整え、力を１００％発揮できる準備をしていきましょう。。 として読書活動に継続して取り組み、大きな財産としましょう。

1月１０日(火) 始業式･避難訓練 1月１１日(水) 発育測定 登校指導 1月２４～２６日 １年生スキー教室

長野県菅平高原スキー場

今回は地区ごとに集合する訓練を行 学期始めの発育測定が行われました。 大きな声で挨拶する生徒が増えまし
いました｡命と地域を守るために多く 男子は背が伸びました。どんどん食べ た。地域の方に見守られ、登校できて
の訓練を行いながら、備えていきます。て運動して大きくなりましょう。 います。いつもありがとうございます。

1月2５･２６日 救急救命講習会 1月27日(金) 2年東京班別取り組み

菅平高原でスキー教室が実施されました｡素晴らしい天気の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た。２日目の夜に行わ

２５･２６日に2年生は救急救命講習を行いました。三郷市消防本部の方を講師に、 3月3日に予定されている2年生東京班別 れた百人一首大会も大いに盛り上がりました。仲間と過ごした３日間を自分た
座学と実習を行いました。避難訓練と同様に、非常時に命を守る知識と技術をしっ 行動の取り組みが順調に進んでいます。 ちの財産としてこれからも頑張ります。
かりと身に付け、地域で活躍できる中学生になります。 修学旅行に向けて取り組んでいます。


