
新たな南中へ One for All All for One 

新生徒会本部役員・専門委員長・学級

委員長が動き始めました！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊完全下校時刻…１６：４５ 
 

  

 

 生徒会本部役員の仕事が１１月２２日にバトンタッチ 

されました。南中の新たな生徒会活動のスタートです。生徒会

本部役員９名、専門委員長７名、学級委員長３名の１９名が生

徒会の要となります。あいさつ運動、生活チェック、給食準備・

片付け、図書館運営、健康観察、放送、環境整備、安全点検、

学年行事の運営や学年の話し合いなど、果たすべき役割は大き

いです。南中の良き伝統をしっかり引き継ぎ、さらに伸ばして

ください。期待しています。 

 

 会長   ２－１ 鈴木結尋   生活委員長 

 副会長  ２－１ 廣瀬玲奈    ２－２ 向後舞生 

      １－４ 坂元小茉莉  給食委員長 

 本部役員 ２－１ 佐藤愛夏    ２－３ 佐々木萌愛 

       ２－３ 坂﨑空美   図書委員長 

       ２－３ 須賀寧々    ２－２ 佐久間柚加 

      １－１  千葉由夢    保健委員長 

      １－２ 廣 美咲     ２－１ 武藤七花 

      １－３ 松原みなみ   放送委員長 

 １学年学級委員長         ２－３ 稲津ひなた 

      １－３ 中沢純菜   環境委員長 

 ２学年学級委員長         ２－２ 大森萌夏 

      ２－１ 篠原明莉   安全委員長 

 ３学年学級委員長         ２－２ 稲垣辰輔 

      ３－２ 菊原麗華 

 

新生徒会長誓いの言葉  鈴木結尋 
 こんにちは。新しい生徒会長になりました鈴木結尋です。 
全校生徒に選ばれたからには、責任をしっかりと背負い、 
みなさんの期待に応えられるように精一杯頑張ります。僕は 
立会演説会の時、全校生徒で学校をより良くそして楽しくして 
いくと言いました。そのために皆さんの協力をよろしくお願い 
します。本部役員の中でも、みんなでアイデアを出し合い実現 
できるよう頑張ります。意見箱の設置や今まで行ってきたスマ 
イリーキャップキャンペーンやその他の行事などを今までより 
も良いものにしていこうと思っています。さらに、その他の取り組みなどを考え、実行し生徒会
活動をさらに盛り上げていこうと思います。これからも生徒会本部へのご協力をお願いします。 
 

 「ご報告並びにお礼」 ＊南中祭のバス代について、今年度より生徒の負担額を一人６００円にするため、 

校友会様に代金の差額 124,560 円（一人 310 円）を補助していただきました。ありがとうございました。 

１ 土  

２ 日  

３ 月 専門委員会 南中人権週間 

４ 火 中央委員会 

５ 水 ⑥薬物乱用防止教室 

６ 木 生徒集会 

７ 金  

８ 土  

９ 日  

10 月 安全点検日 

11 火  

12 水 保護者会（１・２年） 

13 木 5時間授業 

14 金 保護者会（３年） 

15 土  

16 日  

17 月  

18 火 ⑥カット 

19 水 給食終了 ４時間授業 

20 木 大掃除 ３時間授業 

21 金 終業式 

22 土   

23 日 祝日 天皇誕生日 

24 月 振替休日 

25 火 冬期休業日 

26 水  

27 木  

28 金   

29 土  

30 日  

31 月  

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 129名 
２年生 110名 
３年生 161名 
計  400名 

 昭和２２年(１９４７年)開校  創立７２年目   南中学校だより 「１２月号」  平成３０年１２月３日(月) 

「夢・絆・感謝」でキラリの南中 ～一生懸命がかっこいい～ 

          「感謝の想い」を伝え合うこと 
                          校 長 広木 友和 

 ポインセチアやシクラメンの紅色が華やぐ季節となりました。先月１７日(土)、八木郷

小学校で行われた「地域みんなでコンサート２０１８」では、南中学校区の団結力の強

さを再確認することができました。また、学校では先週末に期末テストが終わり、今月

は平成最後の１２月、２学期のまとめ、そして一年間を振り返る師走となりました。 

 先月９日(金)に行われた生徒会役員選挙、１，２年生から１７名の生徒が立候補してく

れました。（本部役員定員９名）近年に例を見ない立候補者の多さに、うれしい気持ちで

いっぱいになりました。これだけ多くの生徒が立候補できる基 

盤として、まず、リーダーが安心して活躍できる“雰囲気”が、全 

校生徒の中に培われていることが挙げられます。３年生のリー 

ダーシップの下、みんなで創り上げてきたよい“校風”、生徒の 

皆さんに感謝します。立候補してくれた１７名にも感謝します。 

当落の結果に関係なく、自分の意志で行動できたことに自信を持ってください。役員に

なった生徒の皆さん、当選はゴールではなくスタートです。リーダーの基本は自己犠牲

とも言われます。苦労する時があると思いますが、真の喜びが味わえるよう、正義を大

切に精一杯の努力を期待しています。みんなが支えてくれますから･･･ 

 先月から、昼休みや放課後に、３年生と個人面接を行っています。「１５年生きてきた

中で、感謝の想いを伝えたい人は？」の質問には、多くの生徒が、両親、母、先生と答

えてくれています。（父の回答が少ないことに、一父親として一抹の寂しさが・・・）理

由はそれぞれですが、一番身近にいる大人の存在、改めて、子育てや教育の責任の重さ

を感じた一時でもありました。感謝される先生、教師冥利に尽きます。私の質問に一生

懸命答えてくれる生徒のみなさんの姿は、私にとって宝です。ありがとうございます。 

 日本人は一日何回「ありがとう」と言っている？ある会社が調査したところ、平均７．

５回、言われている回数は４．９回という結果でした。皆さんはどうでしょうか？また、

「ありがとう」を言う回数が多い人ほど、ストレスが少なく、幸福感が高く、何事もポ

ジティブに捉える傾向があり、言う回数が増えるほど、言われる回数も増え、自分の周

囲も幸せにしてくれる正の循環が生まれるとのこと。「社会全体をポジティブにしてくれ

る魔法の言葉」であると、調査を締めくくっていました。 

        今年度から目指す学校像に「感謝」の言葉を入れています。一年の締

めくくりとなる今月、生徒のみなさんには、改めて、「ありがとう」や「どう

いたしまして」の想いを伝え合うことをお願いします。併せて、平成３０年

の一年間、どんな感謝があったでしょうか？想いを馳
は

せる時間も大切に

してください。冬至(２２日)を迎える、一年で一番夜長の月に・・・ 

        「感謝の心が高まれば高まるほど、それに正比例して幸福感が高まっていく」 

(松下幸之助；パナソニック創業者) 
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３年三者相談 １１/１３(火)～ 
中学校卒業後の進路希望先を決める時間と

なりました。「いける学校からいきたい学校
へ」学力の目安はありますが、将来の夢を実
現させるために様々な条件を考慮し、「いきた
い学校」を選択してください。そして、最も
大切なことは、夢や希望を実現させるために、
「今やるべきこと」に全力を傾けることです。
頑張れ 3年生！ 

 

２年福祉体験 １１/７(水) 
2 年生は総合的な学習の時間に、福

祉体験学習の一環として、車いす体験、

点字体験、白杖体験、パラリンピック

の種目でもあるシッティングバレーボ

ールを行いました。障害がある人でも、

環境整備や工夫によって健常者と同じ

ように生活ができることや、健常者が

協力できることなど、身をもって体験

することができました。 

 

第３回避難所運営委員会  １１/１(木) 
第２図書室（ラボ）で、避難所運営委員会が行われました。今回

は、避難所レイアウトの確認作業、備蓄庫の備蓄品の点検が行われ

ました。運営委員の皆さん、地域のためにありがとうございます。 

「５つのケータイルール」啓発のための全校朝会（鷹野小）１０／２９（月） 
生徒会本部役員が「三郷のみんなで守る 5 つのケータイルール」をよりよく広めてい

くために、鷹野小の全校朝会にお邪魔しました。寸劇でユーモアも交えながら大切なル

ールについて丁寧に説明をしてくれました。 

非行防止教室 １１/２(金) 
 埼玉県警察本部非行防止班「あおぞ

ら」様に講演をしていただきました。犯

罪は身近な所にひそんでいる。自分の身

は自分で守る。そのための知識をしっか

り持つことがたいせつである。それを常

に意識をして生活し、犯罪に巻き込まれ

ないようにしていきましょう。 

３年校長面接 １１/５(月)～  
  昼休み、放課後の時間を使って実施して

います。将来の夢、中学校卒業後の進路希

望、中学校生活で頑張ったこと、進路先で

頑張りたいこと、現在の学習時間等々、自

分の考えをはっきり言えるかどうか、一人

ずつ練習しています。目標が明確な生徒は、

これからも学習面での伸びが期待できま

す。15の春を笑顔で迎えるために、頑張れ

3年生、頑張れ受験(検)生！ファイト～！！ 

地域みんなでコンサート １１/１７(土) 
地域の絆を深めることを目的として毎年開

催されている「地域みんなでコンサート」通称
「みなコン」は、今年で８回目になりました。
幼稚園、小学校、中学校とそれぞれの年齢に応
じた素晴らしい発表となりました。また、各１
７町会からもご支援いただき、本当にありがと
うございました。 

 

市内小中学校合同音楽

会 １１/２１(水) 
 歴史と伝統を刻む 62回目が、三郷

市文化会館で開催されました。本校

は 3 年生有志での出場、価値ある歌

声を響かせてくれました。態度、歌

声ともに流石 3年生でした。 
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