
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【専門委員会委員長】 

   生活…小岩 楓       安全…本多 日暖  
放送…稲津 ひなた    給食…佐々木 萌愛  
図書…小出 拓海      環境…菅井 那奈美    
保健…武藤 七花     運動会実行…稲垣 辰輔 

 

【学年委員長】 

 １年…千田 愛梨  ２年…佐藤 漣斗   ３年…有薗 幹裕 
 

【学級委員】     ≪１年≫ 

１組 菅聡志 嶋田竜之介 杉山凜 丹野未紗 

２組 高橋秋芽 安田大希 新井琉々 猪瀬さくら 

３組 雨宮優希 渡邉智也 山田望央 和田亜莉沙 

４組 川島大吾 松村拓武 今井寿南 細越悠有里 

５組 小島慶太 乕田泰地 清水彩花 千田愛梨 

             ≪２年≫ 

１組 脇田琉雅 森田瀬奈 

２組 宮川亜輝斗 吉村祐香 

３組 行田奏斗 寺平楓花 
４組 佐藤漣斗 鈴木晴菜 

≪３年≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 水 即位の日 

２ 木 祝日法による休日 

（開校記念日） 

３ 金 憲法記念日 

４ 土 みどりの日 

５ 日 こどもの日 

６ 月 振替休日 

７ 火 安全点検日  部長会 

内科検診(2-2～4) 

８ 水 専門委員会 ＊木曜日課 

運動会係別会議 

９ 木 ４時間授業 

10 

 

金 ＰＴＡ総会・歓送迎会 

運動会実行委員会 

心臓精密検査 

11 土  

12 日  

13 月 内科検診(2-1･1-1) 

教育実習開始 

14 火 45 分授業 

中間テスト前諸活動停止 

15 水 生徒総会 尿検査１次 

16 木 尿検査１次予備日 

17 金 中間テスト（テスト日課） 

18 土  

19 日  

20 月 内科検診（1-2～3） 

21 火 ⑥運動会全体練習 

22 水 運動会予行 尿検査２次 

23 木 内科検診（1-4・5） 

24 金 運動会準備 係別会議 

25 土 運動会 ＊雨天時火曜授業 

26 日  

27 月 運動会予備日① 中央委員会 

28 火 振替休日 

29 水 専門委員会 運動会予備日② 

30 木 歯科検診(2-1・1 年 

＊金曜時間割) 

31 金 運動会予備日③ 

＊木曜時間割 

３ 月 学総大会１日目 

４ 火 学総大会２日目 

５ 水 学総大会３日目 

６ 木 腎臓精密検査 

７ 金 学総大会予備日 

１組 有薗幹裕 梅田想太 秋山妃里 加賀田凜音 

２組 大山闘輝 前島侑海 是永羽音 佐藤萌々 

３組 佐藤和哉 福岡勇正 菊地郁圭 篠原明莉 

みなみ風 
昭和２２年(１９４７年)開校 創立７３年目    南中学校だより 「５月号」    令和元年５月７日(火) 

           「価値ある最下位」に学ぶ 
                          校 長 広木 友和 

１年Ａさん:「校長先生、おはようございます。」(わざわざ“校長”までつけて・・・)  

１年Ｂさん:体育館から退場する列の中で「にっこり微笑んで会釈」(初々しい！) 

２年Ｃさん:背中越しに「校長先生、こんにちは。」(素通りしない姿勢に敬服！) 

３年Ｄ、Ｅさん:「こーちょーせんせー さよーなら！」(２０ｍ程離れた場所から) 

４月の南中、あいさつが素晴らしいスタートとなりました。多くの先生方も同じ感想

をもっています。３９４名、多くの生徒が“始めを大切に！”生活しています。 

「やった、新記録だ！」十数年前、当時勤務していた学校の運動会本番での大縄跳び、

隣で跳んでいた他学年のあるクラスから、歓喜の声が湧き上がりました。跳んだ回数は

１１回、全校で“堂々”の最下位でした。どうして、クラス中の生徒、そして担任が大

喜びしているのか、歓喜の理由が運動会終了後の学級活動で分かりました。そのクラス

は、大縄跳びの目標を、片足に障害のある男子生徒(Ｆさん) 

も含め、全員で跳ぶことにしていたとのこと。競技ルール 

では、Ｆさんを入れずに跳んでもよかったと記憶していま 

す。そんな中、クラス全員で決めた目標だったそうです。 

多くのクラスが１５回以上跳び、優勝するためには、４０ 

回～５０回が例年の相場、Ｆさんのいるクラスの決断に感動しました。圧巻は、Ｆさん

をどうサポートするかでした。練習段階からＦさんを２人の生徒で支えながら一緒に跳

んだり、一人の生徒がＦさんの正面に立って両腕を持って一緒に跳んだりと、様々なサ

ポートを生徒が考えて実行したとのこと。本番前日までの記録は５～６回が最高、新記

録に大喜びする理由を再確認できました。そして、クラスの団結力の素晴らしさ、深ま

る絆の強さに、一担任として羨ましさも感じました。 

 反面、優勝したのに、あまり喜びを表さないクラスも見てきました。優勝という一つ

の目標を達成したのに・・・大縄跳びで最下位、総合順位で３位にも入らない、Ｆさん

のいたクラスとの差は何だろう？理由を断定することはできませんが、Ｆさんのクラス

は、優勝することを目的とせず、クラスの絆をより強くすることを、クラス全員で大切

にした結果だと想像します。優勝しても心から全員が喜べないクラスは、運動会を行う

目的の理解や、本番までの過程(話し合いや練習)に課題があったのかもしれません。 

今月２５日(土)には、第７２回運動会が行われます。優勝することを目標にすること

はよいですが、この行事を通して、自分はどんな成長を遂げたいのか、どんなクラスに

したいのか、目的をみんなで確認し合い、一生懸命努力してこそ、本当の充実感が味わ

えるはず。最下位になっても学べることはたくさんありますから・・・ 

  

 

 

学校教育目標 

み 自ら学び 

な 仲間と光り 

み 未来に鍛え

る 

学力を伸ばす！  「夢・絆・感謝」でキラリの南中 ～一生懸命がかっこいい～ 

生徒数 

１年生 156名 
２年生 128名 
３年生 110名 
計  394名 

 

4/25(木)任命式 



南中オリエンテーション 

 ４/１１(木) 
  生徒会本部役員が司会を務め、各担当の

先生から、学校のルールやきまりなどにつ

いて話がありました。学校に「ルールやき

まり」があるのは、生徒全員が「安全」に

「安心」して「快適」に生活するためです。

しっかりと守っていきましょう。 

生徒は資料を見ながら、すばらしい態度で

真剣に話を聞いていました。 

 校長先生からはなぜ学校に「ルールやき

まり」があるのか、お話がありました。 

生徒全員が「安全」に「安心」して「快適」

に生活できるように、しっかりと守ってい

きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

１年図書館オリエンテーション ４/１８(木) 
本校の図書館は北校舎 1階の東端にあります。普通教室二教室分と廊下分

のスペースが一体となり、広々とした空間となっています。また、蔵書も豊

富で、授業だけでなく、昼休みも多くの生徒が利用しています。1年生は、

小学校の図書館にはなかった新たな本との出会い、楽しみですね。 

入学式・始業式 ４/８(月) 
平成最後の入学式・始業式が行われました。

156名のフレッシュな新入生が南中の仲間に

加わりました。今年度は、394 名の生徒でス

タートします。令和元年度も、生徒・教職員・

保護者・地域が一体となった教育を目指しま

す。新生南中をよろしくお願いします。 

道徳校内研修 ４/９(火) 
今年度から特別の教科として実施す

る道徳について、本校の道徳推進教師

が講師となり、研修を行いました。週

1 回の実施ですが、本校は学年教員全

員で、全クラスの授業を輪番で担当し

ます。複数の先生と学ぶ道徳、様々な

生き方や考え方に触れることができる

はずです。 

３年全国学力・学習状況調査 ４/１８(木) 
3 年生が「全国学力・学習状況調査」を行いました。国語・数学・英語と

質問紙を行い、英語では「話すこと」調査が入り、パソコン室を使って行わ

れました。ヘッドホンをして集中しているときの顔と、ヘッドホンを外した

途端に笑顔やホッとした顔に変わる生徒の様子がとても印象的でした。 

「朝のあいさつ運動」の教育

長視察」 ４/１７(水) 
 生徒会本部役員や女子バスケットボ

ール部の生徒達も参加し、大きな声であ

いさつを呼びかけてくれました。教育長

からは「保育園の前の道は、自転車を押

して歩くルールが徹底されていますね」

と、お褒めの言葉をいただきました。 

 

新入生歓迎会・部活紹介 

４/１７(水) 
新入生歓迎会では、新入生に向けて吹奏楽部

の演奏や 2、3 年生から心のこもった歌のプレ

ゼントがありました。 

部活動紹介では、各部がいろいろなアイディ

アを取り入れたユーモアのある紹介を行って

くれました。 

ギリシャ大使館職員講演
会 ４/２３(水) 
 ギリシャを漢字で表すと「希」と

書きます。また、ギリシャ語の文字

数は 24 文字からなっています。その

他にもオリンピックの聖火や文化に

ついて、また日本との違いなどたく

さんの事を学ぶことができました。 
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