
１２月の予定
1月の予定 １ 火 ２ 水 ３ 木 4 金 5 土
始業式 1月 8日(水) みさと子ども
3年学力検査 1月12日(月) ←1･2年期末テスト→ 人権週間 フォーラム
給食開始 1月13日(水) 3-1 食育指導 3-2 食育指導 9：15～
スキー教室 1月14日～16日 3-1 保育実習 3-2 保育実習 3-3 保育実習 3-4 保育実習 三郷市文化会館

６ 日 7 月 8 火 9 水 10 木 11 金 １2 土
世界人権デー

専門･中央委 3-５ 保育実習 月曜授業 1･2年保護者会 生徒朝会
3-3 食育指導 3-4 食育指導 保護司連絡会 学校評議員会 3年保護者会
2年ｹｲﾀｲ教室 1年ｹｲﾀｲ教室 3-5 食育指導 PTA 理事会

13 日 14 月 １5 火 １6 水 １7 木 18 金 １9 土

小中合同
避難訓練

20 日 2１ 月 22 火 23 水 24 木 25 金 26 土

給食終了日 天皇誕生日 2学期終了式 冬季休業日

27 日 28 月 ２9 火 30 水 31 木

年末年始休業日

おめでとう！ 日本一の読書のまち三郷
P連スポーツ大会 おすすめの本コーナー

賢者のおくりもの
見事優勝 オー･ヘンリー 文 リスベート･ツベルガー 画

11月15日PTA連合会スポーツ大 矢川 澄子 訳
会女子バレーボールの部で、南
中チームは決勝戦で丹後小チー 貧しい若い夫婦ジムとデラが、
ムを破り、見事優勝しました。熱戦 クリスマスに相手に似合う物をプ
を制した顔には、どの方も大きな レゼントしようと、デラは自慢の
喜びがあふれていました。なお、 髪を売って、ジムが大切にしてい
男子ソフトボールは雨天のため中 る金時計の鎖を買うのでした。一
止になりました。 方ジムは、祖父から代々伝わる金
おめでとうございます。 時計を売って、デラの長い髪に合

うクシを買うのでした。お互いを
思うふたり。

とらえ方は人そ
れぞれですが、ク
リスマスにぴった
りの 1 冊です。

人権週間を機に
校長 久保田 悟

１年は早いものでもう師走に入りました。さすがに１２月の声を聞けば朝晩冷え
込む日が増えてきました。本校では先週に３年生の期末試験も終わり、今日から１
・２年生の期末試験がはじまります。いよいよ２学期のまとめの時期です。目標を
再確認し、学校生活を送ってください。
さて、３年生は１０月上旬実施してきた校長面接が終わりました。校長面接のね

らいは、「進路選択を控えた３年生に、卒業後の進路意識を再構築する機会とする」
ために実施しています。単に、高校に進学し
たい、就職したいというのではなく、何のた
めに高校に行きたいのか、なぜその事業所を
望むのかを明確にすることを最大の目的とし
ています。右は現在の３年生の進学したい高
校ベスト５です。また、千葉県公立高校に受
検を考えている生徒は２１名いました。まだ
学校が決まらずに悩んでいる生徒もいました。しかし、高校へ入ることが最終目的
ではありません。その後をどう考えているのか、さらに進学したいのか、就職を考
えているのか、どんな仕事に就きたいのか、「そのために高校では何がしたいのか」
をよく考えて最終的に進路希望校を選択してください。３年生には１２月２４日（木）
に「成績及び諸活動等の記録通知書」をお渡しします。さらに年明けの１月１２日（火）
に最終学力検査も実施し、千葉県公立高校出願までに結果が返却されます。入学し
たい学校目指して最大の努力をお願いします。

話は変わりますが、１２月１０日は世界人権デーです。１９４８年１２月１０日
の国連総会で世界人権宣言が採択されました。この宣言は人権及び自由を尊重し確
保するために、世界中のすべての人々・国が達成すべき共通の基準としたものです。
さらに１９５０年の国連総会では、毎年１２月１０日を「世界人権デー」として世
界中で記念行事を行うことが決議されました。日本では世界人権宣言が採択された
ことを記念して、１９４９年に１２月１０日を最終日とする１週間（１２月４日～
１２月１０日）を人権週間と定め、人権尊重の普及啓発を図るための様々な取組み
が行われています。
本校では人権週間を機にその前後で人権問題に関する学習を行います。今年は「拉

致問題」を取り上げて、アニメ「めぐみ」視聴と各学級での学習を進めてまいりま
す。さらに携帯電話やインターネットを介した人権侵害を考えるために、第２回の
ケータイ・スマホ教室を７日（月）と８日（火）に学年別で実施します。
これを機に是非ご家庭でも話し合われるといかがでしょうか。

人権とは、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」
あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」であり、だれ
にとっても身近で大切なもの、日常の思いやりの心によって守られるものだと私たち
は考えています。 （法務省・人権擁護局・人権啓発資料より）

進学したい高校ベスト５
第１位 三郷北高校 ３４人
第２位 三郷高校 ２０人
第３位 越谷南高校 １９人
第４位 草加東高校 １６人
第５位 三郷工業技術高校 １４人

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名平成２７年度
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税についての作文･
税に関する標語表彰式

創立70周年記念事業

27日市役所において､税についての作文･ 実行委員会･部会の活動
税に関する標語入選者表彰式がありまし 「つながる。 地域とコラボし、新たなあゆみへ」
た。作文で3年江川莉奈さんが県の優秀
賞、標語で3年山口菜奈香さんが三郷市長 毎週、部会が開催されています。各部会での活動案や検
賞､3年飯塚 駿君が三郷市教育長賞を受 討など、より具体的な活動
賞しました。おめでとうございます。 内容が明らかになってきま

した。部会同士の結びつき
や建設的な意見交換を遅
くまで行っています。
11月開催

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。 11/ 5 図書館部会
http://www.edu.city.misato.lg.jp/minamichu/ 11/11 校友部会

今月は１年生がスキー教室に向けて始動し､２年生は学校のリーダーを引継ぎ､３年生 11/17 資金部会
は自分の将来を見据える時間でした。それぞれの目標に向かって進みましょう。 11/24 実行委員会

11月3日(火)地域みんなでコンサート 11月6日(金) 新生徒会 任命式 11月7日(土) 県駅伝競走大会 11月8日(日) PTA資源回収 11月10日～12日 職場体験学習
･ボランティア活動

｢地域みんなでコンサート2015」 新生徒会の任命式がありました。先 南中女子チームは､三郷市代表として 小雨降る中、資源回収・花植え隊の活 2年生が3日間地域に出かけ、職場体
～ふれあい 微笑み ハーモニー～が多 輩より受け継いだ伝統をさらに素晴ら 堂々とした走りを披露してきました。 動が行われました。PTA・地域の方々 験学習を行ってきました。普段学校の
くの方の来場をいただき鷹野小学校体 しいものにしていこうと進み出しまし 当日はPTAより寄贈された新しいユニ の支え、いつもありがとうございます。 中では学べないことを多くの方のお世
育館で実施されました。最後は｢ふるさ た。生徒会本部のこれからの活躍を応 フォームで臨みました。 生徒のボランティアもよく働いてくれ 話になりながら体験してきました。今
と｣の合唱でフィナーレを飾りました。 援していきましょう。 ました。 後の学校生活に生きてくるでしょう。

11月17日(火) 鷹野小｢町たんけん｣ 11月17日(火) PTA家庭教育学級 11月18日(水)図書館 カウンター寄贈 11月19日(木) 市内音楽祭 11月27･30日 あいさつ運動

鷹野小学校の2年生7名が｢町たんけん｣ 本校 PTA 成人教育部が主催する家庭 南中学校区内の｢熊川工業｣様より図書 市内音楽祭が三郷市文化会館で開催さ 11月のあいさつ運動が27･30日に行わ
を実施し、南中学校の職員室に来てくれ 教育学級が開催されました。当日は多 館のカウンターが寄贈されました。 れました。南中の代表として、3年1組 れました。冷え込みが厳しい朝ですが、
て、インタビューをしていきました。 くの保護者の方が｢子供見守り安全講 ７０周年事業と併せて図書館の整備に が参加し、素晴らしい歌声を披露して 小学生との元気なあいさつを交わして
将来の南中生でした。 座｣を熱心に受講しました。 使わせていただきました。 きました。 いました。

飯塚君 山口さん 江川さん


