
１０月の予定
11月の予定 １ 木 ２ 金 ３ 土
3日(祝)地域みんなで 19日(木)市内音楽祭

コンサート 25･26日3年期末テスト 小中陸上大会 全校朝会
4日～3年3者面談期間 27･30日あいさつ運動 男子バレー
8日(日)資源回収 大会日

4 日 ５ 月 ６ 火 ７ 水 ８ 木 ９ 金 １0 土

小中陸上 小中陸上 専門 あいさつ運動 英語検定
予備日 予備日 ･中央委員会 代表決定戦

11 日 1２ 月 １３ 火 １4 水 １５ 木 1６ 金 １７ 土

体育の日 全校補習 中間テスト 生徒朝会 小学校 小学校
あいさつ運動 月曜授業日 学校公開日 学校公開日

部活停止

18 日 １9 月 20 火 21 水 2２ 木 2３ 金 2４ 土

南中祭 振替休業日 生徒会選挙 市内駅伝大会 駅伝予備日
(みさと公園)

陸上県大会

25 日 26 月 ２7 火 28 水 29 木 30 金 31 土

表彰朝会 薬物乱用
防止教室

13:45～

南中祭のお知らせ 日本一の読書のまち三郷
おすすめの本コーナー

平成27年度 第29回南中祭を下記の １３ヵ月と13週と13日と満月の夜
とおり開催いたします。お忙しい中と アレックス･シアラー (著) 求龍堂
思いますが、ご参会ください。

カーリーのクラスに転校してきた女の子､名前はメレディス。カーリ
ーはメレディスと仲良くなろうとするが、いつもよぼよぼのおばあち

開催日時 平成２７年１０月１８日（日） ゃんが迎えに来て､なかなか話をすることができずにいました｡ある
開場 午前９時４０分 開会９時５０分 日、おばあちゃんに話しかけてみると､｢実は、
会 場 三郷市文化会館 あのメレディスは､悪い年老いた魔女に体を取

られ本物ではない。この私が本物のメレディ
日 程 ス｣と､打ち明けられました｡カーリーは､何とか

９：５０～ 開会セレモニー してメレディスを助けようとしますが、カーリー
１０：００～ 吹奏楽部発表 も悪い魔女に体を取られ、おばあちゃんに変
１０：２５～ 第１学年生徒合唱発表 えられてしまいました。カーリーは魔女の呪文
１１：００～ 第２学年生徒合唱発表 の本を手に入れて､自分とメレ
１１：２５～ 第３学年生徒合唱発表 ディスを救うことができるのか？
１１：５０～ 全校合唱発表 秋の夜長にハラハラドキドキ
１２：０５～ 閉会セレモニー の1冊を読んでみてはいかがで

しょうか。

重点課題「授業規律」の改善を目指して…
校長 久保田 悟

２学期に入り１ヶ月が過ぎました。１８日（金）と１９日（土）の学校公開では、
延べ人数で４２２名の来校者（内訳 保護者…393人、地域の方…11人、
学校関係者…18人、小学生は除く）の方が参観していただき、ありがとうござ
いました。また、２４日（木）から始まった新人兼県民総合大会地区予選会で
もたくさんの応援ありがとうございました。特に本校を会場に実施しましたバス
ケットボールの地区予選会では部員の保護者の皆さんにお手伝いをしてい
ただき、感謝申し上げます。今回の新人戦の団体では、女子バスケット部、
男子バドミントン部が県大会へ、男子バスケット部が代表決定戦へと進むこと
ができました。生徒の皆さんの今後の更なる活躍を期待しております。

話は学校公開にもどりますが、毎年参観者の皆さんに「授業の心得」ア
ンケートを実施しています。項目は次の８つです。 ①授業に必要なものを準備します。 ②ゴミのない環
境にします。 ③始まりの挨拶をしっかりします。 ④発言するときは手をあげます。 ⑤名前を呼ばれたら
「はい」と返事をし、起立をします。 ⑥発言する人の話を目と耳と心で聞きます。 ⑦頬杖、居眠り、横座
り、立ち歩きはしません。 ⑧終わりの挨拶をしっかりとします。（三郷市「授業の心得」）

また、下は平成２７年の秋の授業公開時のアンケート結果との比較を表にしたものです。
＜昨年同期と今年度の比較（達成率）＞

昨年度 本年度 比 較 達成率 昨年度 本年度 比 較 達成率
① 91.7 94.7 ＋ 3.0 103.3 ⑤ 81.8 89.7 ＋ 7.9 109.7
② 84.4 100.0 ＋15.6 118.5 ⑥ 72.7 93.8 ＋21.2 129.0
③ 89.5 94.7 ＋ 5.2 105.8 ⑦ 64.1 91.9 ＋27.8 143.4
④ 82.8 91.7 ＋ 8.9 110.7 ⑧ 93.8 100.0 ＋ 6.2 106.6

※アンケートによる○（できている）の評価の割合で、達成率は前年を100とした時の割合です。
１００％達成項目…②⑧ 10ポイント以上伸びた項目…②⑥⑦

＜参観者の主なご意見＞
・チャイムがなってから、後のロッカーにファイルをとりに行く子がいましたよ。
・チャイムぎりぎりに飛びこんでくる子がいましたよ。
・おしゃべりがあるけどまあＯＫ(英語のJannglish)
・みなさんしっかりした授業態度で積極的に授業に臨んでいてすばらしかったです。
・３年生は落ち着いて授業を受けていましたね、さすがです。
・道徳の授業でクラスにより机の並べ方が違っていました。通常よりもグループ別やコの字型の方が意
見を述べたり話し合いも活発になったと思いました。
・お忙しい中、すばらしい授業をありがとうございました。心の羅針盤やワークシート等、先生方一人一
人が授業の展開や教材を工夫されていて勉強になりました。
・すれ違いのあいさつがない。
・２年生の授業とても静かで落ち着いていました。
・落ち着いた授業態度が全体的にできているクラスで（３－３）安心しました。
・掲示物が充実していて学校の様子がよくわかり良かったと思いました。

確かな学力の向上を図るためには、学校において、支え合い高め合う集団づくりを行うとともに、子ど
もたちが落ち着いた雰囲気の中で学習に集中することができる環境づくりに取り組むことが何よりも大切
であると考えています。本校では、授業規律を単なる指導項目という位置づけではなく、「学力の基盤
となる力」＝より良い学習習慣や学習に対する前向きな姿勢や集中力ととらえ、今後も全項目95％の
達成に向けて取り組んでまいります。ご家庭でのご協力とご支援をお願いいたします。

３年 道徳の公開授業

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 １７０名
２年 １５９名
３年 １９３名
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松本先生です 9月11日(金) 英語弁論大会

よろしくお願いします 鷹野文化センターで､市内弁論大会が行われました｡本
校からも 6 名が出場しました。夏休み前から多くの時間

仲澤教諭の産休代員として9月12日より を費やして準備し､当日素晴らしいスピーチを披露してく
着任いたしました松本教諭です。仲澤教 れました。
諭同様､よろしくお 忙しい中､ご苦労
願いいたします。 様でした。

保健体育の授業や 参加した生徒
その他学校生活のな 1年 加藤 遼馬君
かで､生徒達と一緒 仲田 裕哉君
に成長したいと思っ 2年 田中 豪君

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。 ています。よろしく 3年 久山 栞奈さん
http://www.edu.city.misato.lg.jp/minamichu/ 願いします。 渡邊ジュリさん

今月は大会に取り組む１・２年生と南中祭に向けて学年の団結力を 青山 咲さん
高める３年生の姿が印象的でした。目標に向かってがんばれ！ 松本 瑞紀

9月1日(火) 始業式･避難訓練 9月2日(水) 発育測定 9月3日(木) 実力テスト 9月9日(水) 救命講習会 9月15日(火) ドクターヘリ

防災の日に合わせて本校でも避難訓練 身長が大幅に伸びた人､体重が増えた 全学年､実力テストを実施しました｡ 2年生を対象とした救命講習会が､三郷 南中は非常災害時に地域の拠点とな
を行いました。あいにくの雨天でしたがこ 人。身体とともに､こころも大きくな 1学期や夏休みの頑張りが成果として 消防署の方をお招きして実施されました｡2 ります。この日もドクターヘリの発着
れまでの積み重ねが発揮されました。 っていきましょう。 出ることを期待します。 年生もAEDが使えるようになりました｡ 場として､救助に関わりました。

9月16日(水)2年生｢いのちの授業｣ 9月18･19日 学校公開 9月19日(土) ふれあい講演会 9月24日 北校舎階段張替工事終了 9月25日 新人体育大会

昨年に引き続き､助産師の直井先生を 保護者や地域の方をお招きした秋の 税理士の宮原さんをお招きして講演会 北校舎の階段が老朽化により歩きにく 女子バスケット部が見事優勝しまし
お迎えして｢いのちの授業｣をしていた 学校公開が行われました｡夏の職員研 を行いました。挫折をものともしない い状態でしたが､このほど張替工事が終 た｡また､バドミントン部や陸上競技部
だきました。南中祭のテーマに合わせ､ 修会で取り組んだ道徳の授業を小学校 考え方や生き方に深く共感した講演会 了しました。古い校舎ですが､大切に使 も県大会出場を決めています。暑い時
いのちの大切さを学びました｡ の先生方が見守る中､実施しました。 でした。 っていきたいです。 期に頑張った成果が出ました｡


