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深谷市立南中学校

後期人権教育旬間
１１月７日から２２日にかけて、「人権の意味を改めて考え、相手の立場や気持ちを考えるこ
とができるようになる」「差別や偏見のない集団の実現に向け、努力できるようになる」という
ことを目的に後期人権旬間を設け、道徳や学級活動での指導、放送による人権作文の発表、全校
での人権講演会を行いました。
人権講演会では、「認知症サポーター養成講座」を行いました。

これまで本校では、「忠恕の心を育てる」ことを目的として「花の郵便屋さん」活動等を行っ
てきました。花を届けることによって高齢者の皆さんに喜んでもらうという「花の郵便屋さん」
活動ととも今回の活動も一つのきっかけに、困っている方を見かけたら、思いやりや人の尊厳を
大切にする心を持って接し、温かな手をさしのべることのできる人になってほしいと願います。
生徒たちは日頃から地域の方々に見守られ、支援を受け、学校生活を送ることができています。
思いやりを培った生徒たちが自分たちを見守ってくれている地域への貢献活動を実践し、地域の
担い手としての意識を持ってくれることを期待しています。
＜生徒感想（要旨）＞
○僕の祖父も８０代後半で、忘れがちで早とちりです。でも、僕は祖父が大好きです。もし、祖
父が認知症になったとしても、優しい言葉がけで接していきたいです。身内だけでなく、町中
で会った人にも優しく接して、認知症への偏見をなくし、頑張っていこうと思います。
○私は今日の講座を学んで、「心が傷つきやすい」という言葉に心打たれました。そして、「誰の
心も傷つけたくない」と思いました。私はこれまで認知症の人との関わりがなく、認知症につ
いてよく分かりませんでした。今日学んだ「驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけない」
という３つの「ない」という言葉を心に刻み、生活していきたいと思います。高齢者の迷い人
の放送を聞いたことがありますが、どこか人事でした。「どうでもいい」と思う自分に負けて
いました。でも、今日学んだことをこれからの生活に生かしたいと思います。人事と思ってし
まう自分に勝ちたいと思います。
○僕は、将来介護の仕事に就きたいと考えているので、今日の講座は大変役に立ちました。認知
症については、テレビのニュースでしか知りませんでしたが、今日、改めてたくさんのことを
学ぶことができました。自分の目標がまた一つ具体化されました。
○私の祖母が認知症を患いましたが、祖母の助けになるようなことはあまりしてこれませんでし
た。今日の講座を受けながら、祖母が「ごめんな」といっていたことを思い出し、そのときの
祖母の気持ちを考えることができました。今度、祖母のところに行ったときは、祖母に「ごめ
ん」という気持ちでなく、「今日は楽しかった」という気持ちにさせてあげたいと思います。
○今日の講座で認知症についての理解を深めることができました。認知症の人に対し
て、優しい言葉がけができる一員になりたいと強く思いました。また、認知症の人だ
けでなく、誰に対しても優しさや思いやりを持って接していきたいと思います。

○文部科学大臣杯小中学生全国空手道選手権大会中女団体組手
３位 ２年知久瑠璃子
○上里町青少年育成剣道大会中女個人 優勝 ２年岩田芽依
新人戦の結果は７号に掲載してあります
○ふっかちゃんカップ中学ラグビー大会 優勝 ラグビー部
○市中学生英語弁論大会 優良賞 ３年坂本莉穂 島田暖基
○市環境ポスターコンテスト 入選 ２年宮下千波
○大里地区発明創意工夫展 金賞 １年村谷亜依 関口直希 ２年小杉春菜 戸塚仁南子 ３年上村実結子 酒井海翔 今井啓人
○献血推進ポスターコンクール 県保健医療部長賞 ３年藤野遙香 塚越麻生
県赤十字血液センター所長賞 ３年大沢有砂 折川愛里
○大里地区歯・口の健康に関するポスターコンクール 会長賞 ３年加藤菜々実
入選 １年門倉琴望 ２年名古屋正男 ３年福島大翔 上村実結子
○ 〃啓発標語 入賞 ３年山﨑珠杏 内田翔真 ２年大須賀悠 １年村田大岳
○校内歯・口の健康に関する啓発標語
入選 １年新井菜月 富田もえ 清水愛菜香 平野いづみ 門倉琴望 市川楽 酒井暁梨 当間リュウ 本間莉那 ２年小杉春菜 山岸未空 石川琴葉

風野晋一朗 澁澤竜四郎 長嶋葵音 鶴田瑞穂 野村悠太 目黒碧 ３年清水基哉 宮本真佑 日馬凜 福田芽依 荻野未来 金澤宏哉
町田順 永野翼 森泉雄貴
○本庄第一高中学生作品コンクール美術部門 学園奨励賞 ３年島田暖基 木村航大
特選 ３年飯塚舞 酒井海翔 坂本莉穂 坂野優里菜 矢嶋稜大 久貝優香 湧川結月 藤野遙香 上村実結子 松本斐
２年八木華歩 新紗佳
小林美季 名古屋正男 岩本遥
１年武政友姫乃 富田もえ 門倉琴望 近藤優衣 清水愛菜香 高橋風花 佐野翔太 山吉正晃
○ 〃書道部門 学園奨励賞 ３年福島来美
特選 １年富田もえ 門倉琴望 中村陽菜 ２年石川琴葉 鶴田瑞穂 ３年宮本真佑 清水円絵 関口美咲 磯貝陽和 野口さくら 松井葉奈 山内倫花
秀作 １年塩谷風花 出牛桜子 力丸海里 大嶋美紅 髙田愛美 ２年大谷綾音 佐藤佑希乃 村山栞 大森明日輝 柳瀬真咲 大澤涼夏
３年島崎裕司 清水梨々華
佳作 １年悴田菜月 岡田澪 ２年岩田芽依 反町瑞穂
○大宮光陵高児童生徒書道展 漢字優秀賞 １年中村陽菜 ２年石川琴葉
漢字優良賞 ３年松井葉奈
漢字奨励賞 ３年福島来美
〃
仮名優良賞 ２年石川琴葉
仮名奨励賞 １年中村陽菜 ３年松井葉奈
○埼工大ＣＧコンテスト 深谷市長奨励賞 １年林田春香 佳作 ２年三浦夏空 チャレンジ賞 １年春山彩音
○市科学展 金賞 ２年栗田倫也 向井駿輔
銀賞 １年門倉琴望 内田颯 ２年岩田芽依 内田日和 ３年長崎結衣 折川愛里 保延和佳 湧川結月 吉田真歩
○県身体障害者福祉のための児童生徒美術展 特選 ２年名古屋正男
入選 １年武政友姫乃 高山佳大 渡辺愛由羽 清水愛菜香 正田彩七 山内花音 山吉正晃 秋山ゆうみ ２年杉山優 香川真優 三口敦也 根岸愛詩
楢原虎汰 知久瑠璃子 ３年塚越麻生 磯貝陽和 渡辺愛莉 島田暖基 山内倫花 吉田真歩
○県郷土を描く児童生徒美術展 特選 ２年大島瑠峰
入選 １年富田もえ 濱川明那 門倉琴望 堀越隼 ２年新井泰樹 杉山優 岩本遥 ３年飯塚舞 金井萌奈美 韮塚優香 間々田凌太 遠藤玲美
○市美術制作会 入選 １年高久由季 高山佳大 武政友姫乃 姫野友里加 佐野翔太 清水愛菜香 武石拓己 岡田澪 畠山尭彰 秋葉真裕 悴田真紀
近藤優衣 添田彩花 松嶋美月 山吉正晃 秋山ゆうみ 塩谷優奈 髙橋風花 ２年大谷綾音 石川琴葉 三口敦也 村山栞 大森明日輝
小林美季 島村勇輝 八木華歩 荒川優理 大須賀悠 岩田芽依 鶴田瑞穂 名古屋正男 根岸愛詩 新井星斗 池田育未 市之瀬航生 知久瑠璃子
戸塚仁南子 ３年上村実結子 高橋学 長崎結衣 松本諒 宮本真佑 倉上七海 坂野優里菜 長井佳世 会津孝哉 折川愛里 酒井海翔 坂本莉穂
関口美咲 野呂侑助 塚越麻生 大沢有砂 大濱美空 岡本楓菓 木村航大 久保田夏美 吉田真聡 柿澤優菜 矢嶋稜大 山内倫花 山田悠朱里
１２月 主な行事予定 （学年行事・部活動計画等は各たよりを参考にして下さい）
日 曜日
行
事
日 曜日
行
事
２ 金 進路指導･キャリア教育研究協議会
１６ 金 期末短縮 登校指導
５時間授業 部活動なし
薬物乱用防止教室
３ 土 ２年ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾚｯｽﾝ
１９ 月 期末短縮 １･３年ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾚｯｽﾝ
５ 月 １･３年ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾚｯｽﾝ
２０ 火 期末短縮 大掃除
６ 火 生徒集会(図書委員会）
２１ 水 期末短縮 学年学活
７ 水 小中合同学習会
２２ 木 ２学期終業式 給食なし
８ 木 学校保健委員会
花の郵便屋さん配達
９ 金 ＰＴＡ理事会
２３ 金 天皇誕生日
１１ 日 青少年健全育成市民大会
２５ 日
冬季休業日
１２ 月 ２･３年ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾚｯｽﾝ
２６ 月
１３ 火 全校朝会
２８ 火
１４ 水 期末短縮 生徒会専門委員会
２９ 水
年末閉庁
１５ 木 期末短縮 花の郵便屋さん引継式
～

