
〈 学校総合体育大会結果報告 〉  
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【水泳】                        完全下校時刻…１７：３０ 
３年     Ｓさん 100m平泳ぎ  第１位 

【陸上部】                                                
 ３年     Ｔさん 共通女子 200m １位 県大会 

３年女子 100m ２位 県大会 
 ２年     Ｓさん 共通男子 800m １位 県大会 
【バレーボール男子】 
 １回戦：対大相模中   ０－２ 惜敗 
【バスケットボール男子】 第３位 
 ２回戰：対栄中  １０２－１９ 勝利 
 準決勝：対松伏二中 ４０－９１ 惜敗 
【バスケットボール女子】祝 優勝 県大会 
 １回戦：対吉川南中 ９４－２１ 勝利 
 ２回戦：対吉川中央中６１－３５ 勝利 
 準決勝：対早稲田中 ４９－４４ 勝利 
  決勝：対松伏二中 ６５－６４ 勝利 
【バレーボール女子】 
 １回戦：対早稲田中   ２－０ 惜敗 
【卓球男子】 
 団体 決勝リーグ進出  第６位 
【バドミントン男子】 
 個人戦：小島 慶大さん ベスト８ 
 団体１回戦：対春日部中 ２－０ 勝利 
 団体２回戰：対三郷北中 ０－２ 惜敗 
【バドミントン女子】 
 団体１回戰：対吉川南中 ０－２ 惜敗 

 【野球部】        第３位 
  １回戦：対早稲田中  １５－２ 勝利 
  ２回戦：対北中     ８－５ 勝利 
  準決勝：対吉川南中   ７－９ 惜敗 
   【サッカー部】   
  １回戰：対瑞穂中    １－１（PK４－２） 勝利 
  ２回戦：対吉川中央中  ０－６ 惜敗 
【ソフトボール部】 
 １回戦：対大沼中    ７－１４惜敗 
【ソフトテニス男子】 
 個人戦：安田・渡邉ペア ベスト８ 
 団体１回戰：対松伏中  ２－０ 勝利 
   ２回戦：対吉川中央中１－２ 惜敗 
【ソフトテニス女子】 
 団体１回戰：対松伏中  ０－２ 惜敗  

 
 
 

皆さん、南中学校の HPをチェックしていますか？ 
コロナ禍で学校の様子がわからない、なんて言わせません。南中学校
の HPは毎日更新しています！南中の HPは、QRコードからもご覧い
ただけます。ぜひチェックしてください。 

 

１ 木 ５時間授業 諸活動停止 

２ 金 諸活動停止 内科検診１年 

３ 土 資源回収 

４ 日 資源回収 

５ 月 期末テスト 

６ 火 期末テスト 

７ 水 聖火リレー 

８ 木 専門委員会 ５時間授業 

９ 金  

10 土  

11 日 市議会議員選挙 

12 月 看護実習 

13 火 保護者会 ５時間授業 

14 水  

15 木 生徒集会 ５時間授業 

16 金 給食終了 ４時間授業 

17 土 科学の甲子園 

18 日  

19 月 大掃除 ３時間授業 

20 火 終業式 

21 水 夏季休業日 

三者面談開始（～8/5） 

22 木 祝日 海の日 

23 金 祝日 スポーツの日 

24 土  

25 日  

26 月  

27 火  

28 水  

29 木  

30 金  

31 土  

                時間と生きる 
                          校 長 広木 友和 

私 「朝はどうやって起きるの？」 

生徒Ａ「目覚まし時計をセットして自分で起きます」 

私 「小学生のときはどうだったの？」 

生徒Ａ「お母さんに起こしてもらっていました」 

６月中旬から、昼休みや放課後の時間、１年生一人ひとりと面接を行ってい

ます。毎年恒例の校長面接、多くの生徒が、多少の緊張感の中にも笑顔で答え

てくれています。冒頭の会話は、面接中の一コマです。２月の新入生説明会や

保護者会では中学生の子育てについて、自律を目的に自己決定の機会を増やし

てくださいと保護者の皆様にお願いをしてきましたが、Ａさんの家庭では素晴

らしい親子の対話、そして生徒の自己決定があったと想像しています。 

 さて、私たちが一日に与えられている時間は、誰もが等しく２４時間です。

その時間に対しての意識、どのように使うか、また、その時間にどんな価値を見いだ

すかによって、生活の満足度は大きく変わってくると考えます。私は五十路の坂にさ

しかかったころから、Ａさんのように目覚まし時計を使わなくても、朝早く起

きるようになってしまいました。現在では毎朝、４時に目が覚めてしまいます。

しかしながら、そこから勤務が始まるまでは、私にとって至福の時間です。新

聞や本を読んだり、家庭菜園に足を運んだりと・・・また、誰もいない静寂に

包まれる部屋の中、日々衰えを実感する頭ですがフル回転させることができ、

様々なことに想いを馳せたり考えたりと、価値ある時間になっています。 

 生徒のみなさんの“時間意識”はどうですか。授業や部活動、家に帰ってか

らは家庭学習や塾、休みの日は部活動や友達との約束など、充実感がある中、

忙しさを感じる場面もあるのでは・・・また、起きている時間のほとんどが“ス

マホ時間”、不健康な時間の使い方をしている人はいないでしょうか？ 

 ここで、時間を有効に使う「タイムマネジメント(時間管理)」に詳しい研修講

師、滝井いづみさんの話を一部紹介します。「時間を上手く使うことを意識する

と、勉強はもちろん、部活でも、友達や家族と過ごす時間でも、ただ何となく

過ごしているよりその内容がより濃いものとなり、よりよく変わっていきます」

とのこと。また、「時間管理の第一歩は、自分を客観的に見つめ『このままではいけ

ない』と気づくこと」と続けています。(納得、腑に落ちる一言！) 

 時間は自分の「資産」や「資源」です。豊かな(満足度の高い)生活を送るため

に、限りある時間と上手く生きる習慣を身に付けたいものです。 

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 171名 
２年生 160名 
３年生 156名 
特別支援 10名    
計  497名 

昭和２２年(１９４７年)開校 創立７５年目    南中学校だより 「７月号」    令和３年７月１日(木) 

学ぶ力を伸ばす！ R3“もう一歩前へ”  「夢・絆・感謝」でキラリの南中 ～一生懸命がかっこいい～ 

南中学校の HPへは QRコードから！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560643473/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaHVvaC5jb20vYmxvZy9raXNvZ2F3YS8yMDE3LzA2L3Bvc3QtNTc1Lmh0bWw-/RS=%5eADBxgeXiBaWv.pwoUR_zqqpslctwF4-;_ylt=A2RimFMRNgRdKzcAOQ2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1561520055/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC9zdW1tZXItaG9tZXdvcmstMDAyNTUxOC8-/RS=%5eADBeyYxQ76WWXrqwJ6epoDn.6XzymM-;_ylt=A2RCL5Q3lhFdRkYAQw.U3uV7


英語検定 5/29(土)・漢字検定 6/20(木) 

 昨年度はコロナ禍の中、学校では行いませんでし

たが、今年度は感染防止対策を丁寧に行って英語

検定は 5 月 29 日(土)に 53 名、漢字検定は 6 月

28 日(土)に 35 名がそれぞれ 5 級から準 2 級まで

受検しました。また、英検の二次試験に向けて面

接練習を放課後行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第 74回特別な運動会 6/8(火) 

青空の中、午前中 3 時間でしたが熱

中症とウイルス感染防止対策を行いな

がら、一人 3 種目(綱引き or リレー、

台風の目、みんなでジャンプ)に出場

し、一生懸命競技している姿はかっこ

よく、見ている人に感想を与え、互い

の絆を深めることに繋がりました。

（HP でも熱戦を紹介しています） 

 

校長面接(1年生) 6/10(木)～ 
 昼休みや放課後の時間を使い、全員と行いま

す。一人 5 分と短い時間ですが、中学生にな

って成長したこと、不安や悩み等のやりとりを

する中で、生徒のよさを知るとともに、生徒自

身も自分のよさに気付く機会としています。 

 

学校総合体育大会地区大会 
コロナ禍でたくさんの制約を受ける中、3 年生にとって最後の公式戦です。ど

の部活もコロナ対策をしっかりと行った中で、一生懸命に戦っている姿が輝いて

いました。今まで頑張ってきた努力、仲間との絆、自分を支えてくれた家族への

思いをこれからも忘れないでください。（HP でも活躍を紹介しています） 

『手のひらの楽園』 

宮木あや子 

新潮社 

学校図書館のおすすめ本 

 お母さんを癒すためエステティシャンを目

指す友麻は、美容科・看護科など「仕事を学ぶ

ための高校」夕陽ノ丘高校 2 年。勉強ができ

なくても貧乏でも、肝心のお母さんが行方不明

でも…あっけらかんと明るく人生を楽しむ友

麻。読みながら一緒に落ちこみ一緒に前を向

き、元気をもらえる青春小説です。 

水泳の授業 6/22(火)～ 
 昨年度は全国的に中止となった水泳

の授業ですが、今年度は、感染防止対策

をしっかり意識しながら実施していき

ます。ルールやマナーを守り、安全で楽

しい時間です。プールに入らない生徒は

教室で知識を増やしています。 
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