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2７ 日 2８ 月 ２９ 火 ３０ 水 10月の予定

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子バレー 1 日小中陸上 18 日南中祭
２日目 地区予選会 10 日代表決定戦 21 日生徒会選挙

14 日中間テスト 22 日市内駅伝大会

学校公開のお知らせ 日本一の読書のまち三郷
おすすめの本コーナー

三郷市教育委員会では、開かれた 君と会えたから 喜多川 泰 (著)
学校を目指し、積極的に情報提供 ディスカバー･トゥエンティワン
を行うため、学校公開を実施して
います。ぜひご来校頂き、授業や 主人公が開いた個展会場で、１枚の絵の前にずっと立ち止まっ
部活動の様子をご覧ください。 ている一人の女性がいました。名前を聞くとフジコと言いました。名

公開日時
前を聞いたとたん蘇ってきたのは２０年前の高校生の夏。父が営む

本屋の店番をしていた主人公が出会ったの
9 月 18 日(金)､ 19 日(土) は、ハルカという女の子でした。それまで将来

午前 9:00 ～ 11:40 やりたいことも見つけられず無気力でいた主人
午後 1:50 ～ 2:30 公が､ハルカに『ライフリスト』を作る事を教えて

19 日(土)は 13:40 より｢ふれあ もらいました。ハルカが教えてくれた『素晴らし
い講演会｣を予定しています。 い人生を送る方法』を実践することによって気

午後 3:00 ～ 4:40 持ちが変化していくのでした。今の成功を手に
まで部活動見学があります。 した主人公が、２０年の時を越え
※本校には保護者用の駐車スペ ハルカとの思い出に秘められた
ースがありませんので､お車で 感動の物語です。これからの将
のご来校はご遠慮ください。 来をどう生きていくかを考えたと

きに読んでほしい本です。

南中生の活躍がキラリと光る夏
校長 久保田 悟

今日から第２学期が始まり、南中生たちの元気な声が学校に戻ってきました４５日間の
長かった夏休みも交通事故もなく無事終了したのは、生徒一人一人が安全で健康な生活を
心がけた成果であり、また各ご家庭のご指導、ご支援のおかげとあらためて深く感謝申し
上げます。生徒たちはこの夏休み、学校での学習で経験できない様々な体験を積み、更に
一歩成長してくれたものと思います。

長い夏休みの期間中、バドミントン部、陸上部の皆さんは県大会へ出場し、また、吹奏
楽部の東部地区大会で優秀賞を受賞しました。また、３年生の尾本龍志朗くんは第４３回
関東中学校陸上競技大会（８月７日茨城県笠松運動公園で開催）へ出場し、２年生の上坂
菜摘さん・三浦愛純さん・出村百音さんは第３回科学の甲子園ジュニア埼玉大会（８月１
日埼玉県立総合教育センターで開催）において第３位、１年生の福岡 陽輔くんは平成２
７年度少年消防クラブ交流会の全国大会（８月５日～７日に徳島県で開催）において、合
同訓練で全国優勝というすばらしい結果を残してくれました。南中生の活躍がキラリと光
る夏でした。
２学期は新人戦（１・２年）、南中祭（全校）、職場体験学習（２年）、進路選択（３年）

と教育活動が最も充実する時期で、自分を伸ばすチャンスの時です。１年生は中学校生活
にすっかり慣れ充実した日々を送る反面学習内容が難しくなり、学習の遅れを感じる生徒
も多くなってきます。こんな時こそ、１学期で身につけた学習習慣、分かるまで学習する、
積極的に授業に参加する姿勢持ち続けて頑張って欲しいと思います。２年生は３年生から
のバトンを受け、南中の中心になって活躍が期待される立場になります。生徒会活動や部
活動等、様々な場面のリーダーです。自らの取り組みを充実させるとともに、リーダーと
して活躍を期待します。そして、３年生は自分の進路決定に取り組む正念場です。中校３
年間の総決算は、いかに自分の進路が実現できるかです。悔いの残らないように全力で取
り組みましょう。また、すべての行事が中学校生活最後の行事となります。下級生の模範
となる取り組み、そして仲間との絆を深めてください。

さて本校では、教育課題研究「小中連携教育－生徒指導－」の委嘱を受け、児童生徒の
交流・教職員の交流等を進めています。今年も昨年度
に続き５校（本校・八木郷小・高州小・鷹野小・高州
東小）の夏季合同研修会を８月２５日（火）に高州地
区文化センターを会場に９６名の先生方が参加して開
催されました。今年のテーマは「道徳教育」で、ご存
じのように学習指導要領の一部改訂により「道徳」が
「特別の教科 道徳（＝道徳科）」と教科化され、指導
する内容や指導法も改善が図られました。そこで、最
初に埼玉県教育局の藤間隆子先生から講義を受け、分
科会では中学校の読み物資料を活用して、資料を分析
し、学習指導案を作成しました。９月１８日（金）の
学校公開の時に、全学級で道徳の授業を公開する予定
となっています。ぜひ、たくさんの保護者の皆様のご参観をお待ちしております。

なお、９月２４日（水）からは、新人兼県民体育大会の地区予選会が始まります。どの
部活動も目標を掲げて一生懸命に練習しています。ぜひ、保護者の皆様も応援よろしくお
願いいたします。

夏季合同研修会 分科会の様子
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南中祭のご案内
開催日時 平成２７年１０月１８日（日）

開場 午前９時４０分 開会 ９時５０分
会 場 三郷市文化会館
日 程

９：５０～ 開会セレモニー
１０：００～ 吹奏楽部発表
１０：２５～ 第１学年生徒合唱発表
１１：００～ 第２学年生徒合唱発表
１１：２５～ 第３学年生徒合唱発表
１１：５０～ 全校合唱発表

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。 １２：０５～ 閉会セレモニー
http://www.edu.city.misato.lg.jp/minamichu/

日曜日ではありますが、各学年の取組成果をご覧ください。
スローガン ｢仲間を思い､仲間とつながる南中祭｣

先生達の研修会 8 月 21 日、25 日

祝 おめでとうございます 夏休みを活用して、先生達も勉強会や研修会を多く行いました。夏休み中
の研修会を紹介します。

8月21日(金)
埼玉県吹奏楽コンクール東部地区大会 教育委員会より滝沢先生をお

(７月３１日 羽生市産業文化ホール) 迎えして､｢積極的な生徒指導｣
特に、生徒一人一人が自己実現

優秀賞 三郷市立南中学校吹奏楽部 を図っていくための自己指導能
力の育成ということで研修会を
進めました。わかりやすい授業
を行うための工夫、学級での居

第３回科学の甲子園ジュニア埼玉大会 場所をづくり、お互いを尊重す
(８月１日 埼玉県総合教育センター) る態度のどう高めていくかな

ど、多くを学び続けています。
第３位 上坂 菜摘 三浦 愛純 出村 百音

8月25日(火)
高州地区文化センターで南中､八木郷小､高州小､鷹野小､高州東小の先生方全員が集ま

り、研修会を行いました。当日は、｢特別の教科道徳｣に関して県教育局の藤間先生に語
平成２７年度少年消防クラブ交流会 指導いただき、全員がグループに分かれて中身の濃い研修会を行いました。

(８月５～７日 徳島県板野市) 詳しくは、前面をご覧ください。

合同訓練･全国大会優勝 福岡 陽輔

第３４回関東中学校陸上大会
(８月７日 茨城県笠松運動公園)

男子砲丸投げ 尾本 龍志朗
(敬称略)


