
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

【専門委員会委員長】 

 生活…古澤 涼   安全…吉原 莉央   放送…菊原 麗華 
 給食…牧野 莉子  図書…佐藤 心花  環境…森本 俊星 
 保健…嶋田 竣介 運動会実行…半谷 健太 
 

【学年委員長】 

 １年…千葉 由夢  ２年…鈴木 結尋   ３年…山﨑 真翔 
 

【学級委員】 ≪１年≫ 

１組 千葉 由夢 宮川亜輝斗 

２組 金田 大輝 廣  美咲 

３組 江尻  翔 中沢 純菜 

４組 桑山 彪吾 坂元小茉莉 

         ≪２年≫ 

１組 
加賀田凜音 篠原 明莉 

鈴木 結尋 福岡 勇正 

２組 
秋山 妃里 梅田 想太 

倉井 美咲 前島 侑海 

３組 
有薗 幹裕 川口まりん 

佐藤 和哉 佐藤 萌々 

≪３年≫ 

 

 

専門委員長は、そ  

の仕事のプロフェッショ 

ナルです。「先生に聞く 

よりも専門委員長に聞 

いたほうがわかる」と言 

われるように南中をリ 

ードしていってください。 

期待しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

１組 
木村 光輝 嶋田 萌乃 

野口 和真 松本 茉海 

２組 
臼井麻亜耶 武石 斗真 

千ヶ﨑真彩 花井  克 

３組 
今井 飛向 岡野  杏 

菊田 茉奈 西成 旭生 

４組 
杉田 菜穂 鈴木 百萌 

福田 涼真 山﨑 真翔 

５組 
池原 琉生 上井 明貴 

竹内 百結 中島 寧々 

１ 火 全校集会 

３ 木 憲法記念日 

４ 金 みどりの日 

５ 土 こどもの日 

６ 日  

７ 月 内科検診(3-3･4) 

８ 火 心臓精密検査 

内科検診(2-1) 

９ 水 保護者会（３年） 尿検査 

10 木 安全点検日 尿検査 

11 金 ⑤離任式 ＰＴＡ総会 

12 土  

13 日  

14 月 内科検診(2-2･3) 

15 火 オリンピック教室（２年） 

16 水 生徒総会 

17 木 専門委員会 尿検査（2次） 

歯科検診(2-1,3-1･2) 

18 金 中央委員会 尿検査（2次） 

19 土  

20 日  

21 月 修学旅行（1日目） 

22 火 修学旅行（2日目） 

遠足（1年） 

23 水 修学旅行（3日目） 

24 木 生徒集会 

25 金 心臓検診保護者説明会 

通信陸上市内予選 

26 土  

27 日  

28 月  

29 火 中間テスト 

30 水 運動会予行 

31 木 歯科検診(3-3･4) 

１組 
木村 光輝 嶋田 萌乃 

野口 和真 松本 茉海 

２組 
臼井麻亜耶 武石 斗真 

千ヶ﨑真彩 花井  克 

３組 
今井 飛向 岡野  杏 

菊田 茉奈 西成 旭生 

４組 
杉田 菜穂 鈴木 百萌 

福田 涼真 山﨑 真翔 

５組 
池原 琉生 上井 明貴 

竹内 百結 中島 寧々 

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 

生徒数 

１年生 128名 
２年生 109名 
３年生 161名 
計  398名 

 昭和２２年(１９４７年)開校  創立７２年目   南中学校だより 「５月号」  平成３０年５月１日(火) 

「夢・絆・感謝」でキラリの南中 ～一生懸命がかっこいい～ 

         「学ぶこと」を大切にする南中 

                          校 長 広木 友和 

 風薫る５月、先週は真夏日もありましたが、そよ風心地よく、過ごしやすい季節とな

りました。４月は、多くの生徒が新しいクラスに慣れ、元気な挨拶、真剣な授業、笑顔

いっぱいの休み時間等々、穏やかで順調な１ヶ月となりました。 

 ３年生の学年集会、「中学校生活を充実させるためには、“多少の困難”が伴うもの」、

岩田教諭の話の一説。中学生時代の恩師の言葉が心に残り、機会あるごとに生徒に伝え

ているとのことです。心に残る言葉、改めて教師が使う言葉の重みを再確認した一時で

もありました。 

 さて、先月は、埼玉県学力・学習状況調査(国語、算数・数学、英語)、併せて３年生

は、全国学力・学習状況調査(国語、数学、理科)に取り組みました。昨年度の学びの定

着度、及びこれから求められる学力を、生徒そして教師が再確認するために、毎年実施

されています。結果は７月ですが、今日から調査問題を活かした学びが必須となります。 

 また、年度の初め、私たちは「なぜ、学ぶのか・・・」について、各自の“納得解”を考

え、見つける必要があります。本来、学ぶことは楽しいことです。しかしながら、何ら

かの理由でそう思えない人がいるのも現実。「テストでよい点を取るため、高校入試で合

格するため」等々、目標にすることはよいですが、「なぜ、学ぶのか･･･」の“解”では

ないと私は考えます。各自の“納得解”を見つけるために、まずは、日々の授業、そして、

家庭学習を大切にしてください。そして、岩田教諭の一説のとおり、学ぶ楽しさを味わ

うためには“多少の困難”が必要です。 

 右の問題は、小６が取り組んだ、「全学調」算数Ｂの問題です。これからの学校教育で

は、「見方・考え方」をすべての教科で重視して 

いきます。覚えたことを正しく答える力以上に、 

自分の考えを相手にわかるように伝える力が重 

要となります。“嫌いや苦手”は、発想の転換や 

多少の困難の克服で、“好きや得意”にすること 

ができます。これからの１年、「学ぶこと」をみん 

なで大切にしていきましょう。 

先日のボストンマラソンで優勝、日本人３１ 

年ぶりの快挙をなした、埼玉県職員の川内優輝 

さん。実業団などのエリート街道とは無縁の 

「走る公務員」、一人でただ走り続ける人です。 

言葉では語り尽くせない“数多
あ ま た

の困難”を乗り越 

え、走ることの本当の楽しさを味わっているナイスな“雑草氏”。見習いたいものです。 

メモ１とメモ２ は、それぞれ、グラフについてどのよ 

うなことに着目して書かれていますか。それぞれ着目 

していることを、言葉や数を使って書きましょう。 

 

正解例：メモ１は、１２月の人数に着目して書かれていて、メモ２は、７月の人数と１２月の人数の差に着目して書かれています。 

 

 

4/22(日)、女子バスケットボール部がジュニアバスケットボール連

盟春季大会地区予選に、4/28(土)、サッカー部が高円宮杯全日本

U-15 サッカー選手権大会地区予選にそれぞれ参加しました。一生

懸命プレーしている姿は、見ている人に感動を与えます。部活動で

の頑張り、「夢・絆・感謝」でキラリの言葉がピッタリですね。 

4/26(木)任命式 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７２回入学式・始業式４/９(月) 
１２８名の１年生が入学しました。１年生の「はい」の返事、２，
３年生の態度、立派でした。全校生徒３９８名、１２クラス、教職
員３３名で、７２年目の歴史と伝統づくりが始まりました。 

朝のあいさつ運動 
教育長訪問４/16(月) 
 生徒の姿、そして学校全体が変わろう

としている様子に好感もっていただきま

した。「笑顔であいさつ」、絆を深める土

台となります。南中 BASICの「A」を 

意識して、笑顔あふれる学校にみんな 

でしていきましょう。 

部活動紹介 ４/１８(水) 
 １３の運動部、４の文化部が、１年生に部の活動内容やよさを PR

しました。心と体を鍛える部活動、いよいよ１年生の本入部です。

保護者の皆様の御理解・御協力、よろしくお願いいたします。 

３年「あすチャレ!スクール」４/1９(木) 
 ２０００年シドニーパラリンピック、男子車いすバスケットボール日本代表

の主将とし活躍した 根木慎志様 を講師にお招きし行われました。巧み

な話術、そしてプレー、生徒はもちろん、私たち教職員にも元気と勇気を

いただきました。講演は、夢を持つこと、絆を深めること、そして感謝し合

うことの大切さについてお話をいただきました。３年生のけじめある態度

にお褒めの言葉もいただきました。ありがとう３年生！ 

１年道徳授業 ４/25(水) 
来年度から特別の教科となる道徳、１回目の授業が４クラスで行われました。「考え、議論

する道徳」がよりよく展開できるよう、コの字型座席で実施、多少の緊張感も感じられました

が、真剣に考えている姿が好印象でした。よりよい生き方をみんなで考えていきましょう。 

３年「お静かに」キャン
ペーン 4/23(月)～ 
「廊下はお静かに！」学級委員が

動き出しました。進級の喜びか、

休み時間が騒がしかったのです

が、すぐに自主的な取組。効果て

き面、自治の力が機能する３年

生、さすがです。 

食育指導４/20(金)～ 
 白石栄養技師による指導が始ま

りました。中学校３年間での体の

成長を考えると、給食だけでなく、

一日三食、栄養バランスのよい食

事をとることの大切さについて、分

かりやすく御指導いただきました。

今日から家庭でも実践、健康で丈

夫な体作り！ 
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