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静岡市立南中学校

学校便り 11月号

前後期区切りの式での各学年代表の言葉
10月 4日 (金)の前期終了日、「前後期区切りの式」が行われました。
式では、3年生代表の寺下美音さん (3年 4組 )、 2年生代表の青嶋さ<らさん (2年 1組 )、 1年生代

表の宮村達也さん (1年 3組)、 7組代表の市川凛人さん (2年 7組 )が、前期の振り返りと後期 |こ 向け
ての決意を力強い言葉で話しました。 〈文章の一部を省略させていただいています〉

私が前期に頑張ったことは主に三つあります。一つ目は学級委

:の仕事です。駿風祭の学年種目の企画では、自分たちで障害物と

るヽものを決めました。何回も学年委員で集まつて試しにやって

てヽ中学校最後の駿風祭がよいものになるよう、全員で者えまし

:。 また、授業前のオンタイムの呼びかけも頑張つた活動の一つで

二つ目は部活動です。私は吹奏楽部に所属していました。夏休み

l入 つてからは、学校を離れ、大会のためにホールを借りていただ

:練習をすることが多く、長時間練習をした日もありました。私は

:長をやっていたので、校外で活動するときは、一般の方や他校に

t惑 をかけないよう声かけをすることを心がけました。そして練

:の成果が出て、県でベスト 16という結果で終わることができ

:のでよかつたです。

三つ目は勉強です。今年は受験生と言うこともあり、二年生より

こ庭学習を充実させるように心がけました。夏休みまでは部活が

,り ましたが、時間を見つけてやりました。

私たち三年生は、一、二年生のお手本としてまだまだできていな

こヽとがたくさんあると思います。後期になつたら学校の中心は

二年生になりますが、積極的に生徒会活動に参加するなど、一、二

三生のお手本になるような三年生を目指して頑張っていきたいで

に。また、二月、二月の受験に向けて「授業が勝負」をスローガン

ニし、より授業を大切にしていく一方、家庭学習をさらに充実させ

rいきたいです。            3年 代表 寺下 美音

入学してからの半年、皆さんにとつてはどんな半年でしたか ?僕の意

識は、「えつ、もう半年 ?」 です。勉強に部活、行事に学年委員の仕事、

とにかく毎日がスピーディーで、たくさん覚えること、やることの中で

おぼれそうでした。

そんな毎日の中で、僕の心にはいつも、「文武両道・習慣」という言葉

がありました。この一年学年目標の下、勉強と部活の両立を目指してき

ました

四月。授業は、教科ごとに先生が替わることが新鮮で、とても楽しく

感じました。部活が始まって五月。僕は早くも自信をなくしました。勉

強と部活を両立させるために一日のスケジュールを組んだのですが、思

うようにいかず、気が焦るばかりで空回りしている自分が情けなくなり

ました。そんな状態から抜け出すことができたのは、目の前にあること

を一つ一つやりきろうと思えたからです。絶対に諦めないことを自分自

身に言い間かせました。

悩んで苦しんだ時期を乗り越えたから、勉強と部活を両立させること

のできる「習慣」を身につけることができたと思います。生活のリズム

がつかめて、気持ちにも少しゆとりが持てるようになりました。

そんな中で迎えた駿風祭ではクラスが一丸になつたことを実感し、仲

間への感謝の気持ちでいっぱいになりました。勉強も部活も頑張り、そ

の上、学校全体を動かす先輩たちの偉大さも感じました。

失敗や不安ばかりの中学校生活のスタートでしたが、やりきることや

諦めないこと、周りと協力することを学んだ今、僕は後期からの「文武

両道」生活がますます楽しみになってきました。 1年代表 宮村 達也

私は前期、学級委員を務めました。クラス全員が充実した学校生

5を送り、集中して授業に取り組めるような活動を行つたり、呼び

ドけをしたりしました。教科係と専門委員と協力してたくさん呼

'か

けをしていくうちに呼びかけをしている人が増え、オンタイ

、ゝ挨拶、忘れ物、集中度の評価がどんどん上がっていったので嬉

′かつたです。

後期は、生徒会本部役員として、進んで動き全校生徒のためにな

5ことをしていきたいです。また、一致団結をして、三役をサポー

しヽて、みんなが笑顔で楽しく参加できるような活動を行つてい

,たいです。部活動ではテニス部の部長となり、気遣いで動くこと

:大切にしています。心配なところがあって、みんなに聞いたり、

買つてしまつたりすることがありますが、みんなに頼られ、一緒に

ノレイしたいと思ってもらえるような存在になりたいです。良い

F―ムになるには、みんなが気づいて動き、声を掛け合うことが大

Dだと思います。後期では、よりみんなが気づいて動くことを大切

1して、たくさん声をかけていきます。 2年代表 青嶋 さくら

僕が二年生になつて頑張つたことは数学です。一年生の時の数学の授業

では、難しい計算や文章問題の時にすぐに諦めてしまうことが多かつた¬

す。そのため、簡単な計算やすぐに解ける問題ばかりを解いていたため、|

自分自身の力が伸びていきませんでした。でも、一年生の終わり頃から「こ

のままではますいな‐…」と思い、二年生ではどんな問題も諦めずに解い

ていこうと思うようになりました。二年生になり、お金の問題や四則混含

計算の内容では、授業中に理解できるように一生懸命者えたり、先生に質

問したりすることでだんだん理解できるようになってきました。確認テス

トでも満点合格を取つたり、高得点を取つたりできるようになつてきたの

で、今は数学が得意になつてきました。これからも苦手なことでも諦めず

に取り組めるようにしていきたいと思います。

後期に向けて頑張りたいことは委員会の仕事です。僕は後期も環境専F:

委員を担当することになりました。去年の後期から環境専門委員を担当し

ているため、仕事内容にも自信がついてきました。 現在、7組の清掃は、

清掃開始三分前の挨拶から終わりまで無言で清掃ができ、自慢になってし`

ます。7組のリーダーとして動けるようにするためにも、自分の仕事は曇

任を持つて取り組むようになっていきたいです。 7組代表 市川 凛人



` _L_L晉1事予 定  は な

○ 素晴らしい歌声が響いた合唱発表会

02年 生が:J…ダーこなる新生徒会がス●―ト

11月 9日 (上 )に学校を公開します。

公開時間 10:40～ 12:30 授業

13:40～ 14:30 授業

15:20～16:45 部活動 ※ 車でのご来校はご遠慮<ださい

お越しの際はスリッパをご用意<ださい

11月の予定
1(金 )

3(日 )

4(月 )

6(水 )

7(本 )

9(■ )

11(月 )

12(火 )

短縮日課 午後カット 3年 1組研究授業
【文化の日】

【振替体日】

短縮木曜日課 生徒会専門委員会

水曜日課 読み語り(3年)小中合同研|1多会

学校公開日 月曜日課 弁当

【学校公開日|こ よる体業日】
短縮日課 生徒協議会

13(水 )

14(本 )

15(金)

19(火 )

23(IL)

25(月 )

28(本 )

29(金 )

学校預かり金納入日

後期テスト1(4教科)

後期テストI(1,2年 1教科 3年 2教科)午後カット
生徒大会 わ<わ<給食プロジェクト

【勤労感謝の日】

短縮日課 生徒会専門委員会
2年 :読み聞かせ

3年 :学力診断調査Ⅱ
Y・

■重|| 12月の予定 ¥ヽ11=争
1(日 )

2(月 )

7(土 )

11(水 )

12(本 )

16(月 )

地域防災の日 部活動なしの日

短縮日課 生徒協議会

ス能山清掃 (8時30分 社務所前集合)

学校預かり金納入日

短縮日課 生徒会専門委員会

教育相談  (20日迄)

1,2年 :二者 (希望三者)面談 (6校時カット)
3年 :三者面談 (5,6校時カット)

18(水 )

23(月 )

24(火 )

26(本 )

28(土 )

わくわ<給食プロジェクト

給食最終日

冬季体業前授業最終日  学校集会 弁当持参
日直をおかなくてもよい日 (27日 迄)

閉庁 (1月 3日迄)

【書季休業】
12月 25日 (水)～ 1月 5日 (日 )(12日 間)

10月 16日 {水 )に合唱発表会が行われました。どの学級

も毎日積み重ねた歌声を堂々と披露し、とても素晴らしい

歌声でした。特に3年生の 180人 で歌う学年合唱は、男子
の低音と女子の高音のハーモニーが素晴らしく、圧巻でし

た。

本校では初めてとなる清水マリナー トでの開催にも関わ

らず 300人近い保護者の皆様がご来場くださいました。保護者の皆様からのアンケー トでは、「感動した」、
「子どもの成長を実感できた」とのご感想が多数寄せられました。

ll月 9日 (土 )に行われる「学校公開日」において、10:40～ 12:30、 13:10～ 15:00体育館多目的室

で当日の歌声をビデオで上映します。是非ご来校ください。

10月 7日 (月 )よ り後期がスター トし、それに伴い生徒会任命式・引き継ぎ式が行われ、生徒会長 :違

矢 慶さん (2年 2組 )、 副会長 :杉 山 海翔さん {2年 4組 )、 伊藤 和さん (2年 5組)の 2年生を中心と

した新生徒会がスター トしました。生徒会長の速矢さんの意気込みを紹介 します。

僕は、笑顔と明るい挨拶があふれる生活を送るような学校に
したいと考えています。そのために南中生の元気を生かして全

校生徒で楽しめるような行事を行いたいと思っています。活動
を行う際に、その活動の目的を失わないよう工夫していきたい
と思つています。

地域の皆さんも是非

.ご察被ください。


