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たくさんの表彰がありました
○献血推進ポスターコンクール 県赤十字血液センター所長賞 ３年 益子里菜 名古屋正男 八木華歩 ２年 蛭川那奈
○本庄第一高中学生作品コンクール美術部門 学園奨励賞 １年 田村奏乃
特選 ３年 大島璃峰 佐藤佑希乃 杉山優 市之瀬航生 知久瑠璃子 池田育未 木村綾花 大森明日輝 後藤夕奈 ２年

平成２９年 １１月１日

音楽会

大成功

深谷市立南中学校

！

実行委員長あいさつ
みなさん、おはようございます。実行委員長の反町瑞穂です。
今年の音楽会のスローガンは、｢響け歌声、輝け歌顔｣です。みなさんは、このスローガンのも
と、練習からクラス一丸となって、真剣に取り組めたでしょうか。朝や昼休み、放課後を使っ
て練習をしたり、他のクラスと歌いあわせをして改善点を見つけ合ったり、どのクラスも金賞
を目指して頑張ってきたことと思います。音楽会が近づくにつれ、クラスの緊張感も高まり、
いつの日か校舎には、各クラスの活気と強い熱意のこもった歌声が響くようになりました。
３年生は今回が中学校生活で最後の音楽会であり、卒業式を除くと最後の大きな行事になり
ます。また、１･２年生も現在のクラスでの音楽会は最初で最後の音楽祭です。
今までの練習の成果を存分に発揮し、悔いの残らないよう、全力で歌いましょう。そして、
いつまでも心に残る音楽会を全員で作り上げましょう。
これは、音楽会実行委員長の言葉です。この言葉にあるとおり、生徒は、互いに高め合い、とも
に協力しながら、音楽会当日を迎えました。各クラスの合唱前のクラス紹介でも、クラスの意気込
み、みんなでたくさんのハードルを乗り越えてきた練習の様子がアナウンスされていましたが、努
力し合ってきた者同士には、互いにその気持ちが共有されていたと思います。
「美しいものを 美しいと感じる あなたの心が美しい」こんな言葉があります。また、深谷市
教育委員会発行の『青淵･こころざし歳時記』には、「人間性の向上なしに技術の向上なし」「目標
を達成するための努力は、どんなものですか」という言葉もあります。
このような言葉･心を育てる良い機会になった音楽会でした。
たくさんの保護者のみなさまにもお越しいただき、ありがとうございました。

門倉琴望

武石拓己 山吉正晃
富田もえ 平野いづみ 添田彩花 秋山ゆうみ 清水愛菜香 佐藤小夏 １年 内村美優 杉山りのん 出牛桃子 結城実怜 山川知恵
○
〃 書道部門 審査委員長賞 ３年 石川琴葉
学園奨励賞 １年 荻原快世
特選 ２年 大嶋美紅
秀作 ３年 齊藤千夏 反町瑞穂 村山栞 岡田百花 ２年 出牛桜子 力丸海里 １年 今野佑香 久保成生
佳作 ３年 岩田芽依 佐藤佑希乃 ２年 福島明日花 中村陽菜
○大宮光陵高児童生徒書道展 仮名学科長賞＆漢字学科長賞 ３年 石川琴葉
漢字優良賞＆仮名奨励賞 １年 丸橋伶央
漢字奨励賞＆仮名奨励賞 ２年 中村陽菜
○市中学生英語弁論大会 優良賞 ３年 小澤菜乃花 ２年 田中志寿真
○大里地区・深谷市発明創意工夫展 金賞 ３年 永原瑛士 戸塚仁南子 内田日和 室久保志穂 ２年 田部井遥 岡田澪 坂本心菜
○深谷市発明創意工夫展 金賞 ２年 松崎美樹 １年 坂本双葉
○大里地区・深谷市科学展 金賞 ２年 門倉琴望 富田もえ
○深谷市科学展 金賞 ３年 岩田芽依 栗田倫也 １年 内田和真 保延知佳
○深谷ふれあい人権セミナー優秀作文 ２年 正田彩七
○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 準優勝 ３年 知久瑠璃子
○日本空手道研修会全国選手権大会中男組手準優勝・関東地区空手道選手権大会中２男組手敢闘賞 ２年 宮下拓也
○宇津木妙子杯ソフトボール交流大会 ３位 ソフトボール部
○ふっかちゃんカップ中学ラグビー大会 準優勝 ラグビー部
○新人戦地区予選大会 ラグビー部 ３位
女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部団体 ３位
男子ｿﾌﾄテニス部団体 ３位
男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌ部 ３位
男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 ３位
男子卓球部 優勝
女子卓球部 優勝
柔道男子団体 準優勝
男子剣道個人 優勝 ２年 廣川耀
女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ 個人 準優勝 ２年 春山結衣・村谷亜依
男子卓球個人ｼﾝｸﾞﾙｽ ３位 ２年 高山泰徳 村田大岳
女子卓球個人ｼﾝｸﾞﾙｽ ３位 ２年 福島明日花 本間莉那
女子卓球個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ２位 ２年 小原あんじぇ・飯島幸音
３位 ２年 市原朱莉・中野陽奈
女子柔道個人 優勝 ２年 酒井暁梨
３位 １年 中里杏奈
男子柔道個人 優勝 ２年 佐野翔太
３位 ２年 野呂将悟 須澤勇
○ H ２９埼玉県中学生女子バレーボール 優秀選手 ３年 大塚未羽

多くの賞状を渡すことができました。この結果は、南中生全員の力だと考えます。たくさんの
賞状伝達には、時間もかかりますが、姿勢を崩すことなく、壇上の仲間を温かいまなざしで見つ
める姿にすばらしさを感じます。南中の誇りにしていきましょう。

三者面談 お世話になります
ご案内のとおり、１１月は教育相談期間として三者面談を予定しています。お子さんの成長に
ついて、学校と保護者が一緒になって考え、方針の共有を図る機会とするものです。義務教育終
了までにある程度自立・自律した生活・行動ができる人間になれるよう力を合わせましょう。
＜参考にして下さい。＞
『家庭での「さ・し・す・せ・そ」』（家庭用「彩の国の道徳」）
（支える） 子どもは親の支えが必要です
（信じる） 子どもは失敗することもあります。信じて待つ心のゆとりが大切
（すすめる）子どもに生きるためのヒントやアドバイスを与える
（背中で教える）子どもは口でいうよりも、時には親がやっている姿を見せることが大切
（そっと見守る）いつかは独り立ちさせる。そっと見守りながら、子どもを応援

１１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 木 三者面談 市中学生音楽会
１６ 木 寺子屋Ｗ 部活動中止
３ 金 文化の日
テスト前補習学習会
４ 土 市産業祭（～５日）
１７ 金 寺子屋Ｗ 登校指導 午前授業
６ 月 三者面談
給食なし 部活動中止
７ 火 三者面談 ３年実力テスト
１８ 土 ＰＴＡ親睦旅行 部活動中止
８ 水 三者面談
２０ 月 部活動中止 寺子屋Ｗ
９ 木 三者面談
２１ 火 期末テスト 英語 IBN テスト
１０ 金 生徒会本部役員引継式、学級委員任
人権集会
命式 午前授業 給食なし 部活中止 ２２ 水 期末テスト
１１ 土 緊急連絡ｱｸｾｽ日
２３ 木 勤労感謝の日
１２ 日 公民館祭（吹奏楽部出演）
２４ 金 期末テスト
１３ 月 三者面談 寺子屋Ｗ
２８ 火
１４ 火 県民の日
～
２年社会体験チャレンジ
１５ 水 中学校見学会 学年集会 寺子屋Ｗ ３０ 木

