学校だより

６月の全校朝会で表彰しました
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○Ｈ２９県卓球協会カデット部強化試合

平成３０年 ７月２日

不断の努力の成果

深谷市立南中学校

学校総合体育大会地区予選

結果

６月２０日から学校総合体育大会地区予選が行われ、２９日の陸上競技の部で全ての種目が終了
しました。県大会出場、賞状獲得等たくさんの活躍がありました。
○野球
二回戦惜敗
○ソフトボール 一回戦惜敗
○サッカー 優勝 県大会出場
○テニス 男子 個人 高堂･今井ペア ３位 県大会出場
団体 ３位
女子 個人 村谷･春山ペア 準優勝 県大会出場
団体 ３位 県大会出場
○ラグビー 一回戦惜敗 県大会出場
○バレー 男子 ３位
女子 決勝トーナメント進出 トーナメント一回戦惜敗
○バスケ 男子 一回戦惜敗
女子 一回戦惜敗
○卓球
男子 個人 シングルス 村田 ３位 県大会出場
高山 ３位
ダブルス 中野･高木ペア 優勝 県大会出場
団体 ３位
女子 個人 シングルス 福島 準優勝 県大会出場
ダブルス
長友･本間ペア 優勝 小原･正田ペア 準優勝
飯島･近藤ペア ３位 ３ペアともに県大会出場
吉川･新井ペア ３位
団体 優勝 県大会出場
○剣道
男子 個人 廣川 準優勝 県大会出場
団体 一回戦惜敗
女子 個人 一回戦惜敗
○柔道
男子 個人 佐野 優勝 須澤 準優勝 荒木 ３位 ３人ともに県大会出場
団体 ３位 県大会出場
女子 個人 酒井 優勝 県大会出場
団体 ３位 県大会出場
○陸上競技 ２年女子１００ｍ 準優勝 田村 県大会出場
２年男子１００ｍ ３位 石川
１年女子１００ｍ ３位 久賀
○バドミントン 男子シングルス 優勝 永井 県大会出場
「周囲の声が聞こえないかの如く、一心不乱にボールを追う姿」「練習中を含め大きな声であい
さつをする姿」
「脱いだ服や靴、荷物が整然とした中で練習する姿」
「練習し続けたい気持ちを抑え、
下校時間も含めルールをしっかりと守ろうする姿」
「限界に挑戦する気持ちで走り込みを続ける姿」
これまでの部活動で素晴らしい姿をみることができました。その集大成が今回の結果です。残念な
結果に終わってしまった部もありますが、培ってきた力(人間として価値ある力)は決して無駄にな
るもの･否定されるものではありません。全員にエールを送りたいと思います。
また、現在テスト期間中ですが、７月後半の県大会のため、テスト
明けの部活動の円滑な再開のため、一人一人がテスト勉強と体力トレ
ーニングの両立を上手にしてほしいと願います。人に強いられること
なく、自ら取り組んだ力こそが本当の力です。部活動中止期間の初日
に全クラスでこのような話をしました。南中生の一層のたくましさ、
マナーの良さ、清々しさが楽しみです。

シングルス学年優勝 福島明日花
準優勝 長友唯 ３位 本間莉那
○県卓球協会カデット部強化試合北部地区 団体優勝 女子卓球部
○神部杯全小川町卓球大会中学生以下女子シングルス ５位 長友唯
○県卓球協会カデット部強化試合北部地区 団体２位 男子卓球部
○県卓球協会北部地区学年別シングルス 中２男子優勝 知久嘉希
○深谷市民卓球大会男子シングルス ３位 村田大岳
○吹奏楽埼玉･群馬ｿﾛｺﾝﾃｽﾄ 最優秀賞 出牛桃子 金賞 出牛桃子 木村和奏 渡邊薫子
出牛桜子 濱川明那
○第２０回管打楽器ｿﾛｺﾝﾃｽﾄ 最優秀賞 濱川明那 優秀賞 出牛桜子
金賞 濱川明那 出牛桜子 渡邊薫子 田代智愛
○県北中学生ソフトテニス大会 女子個人 ３位 村谷亜依・春山結衣ペア

「ゲーム依存症」 世界保健機関（ＷＨＯ）が精神疾患の一つと位置づける！
情報機器の発達が進んでいますが、上手に使いこなせないことから様々な問題が起こっていま
す。各種のネット依存症(ゲーム依存症のその一つ）は、心や体が成長中の子どもがかかりやす
く、治療が難しいとされています。「かからないように予防をしっかりする」「かかってしまった
と感じたときはできるだけ早く専門家に見てもらう」ことが大切と思います。
なお、「ゲーム依存症」と診断される可能性の症状として、①ゲームの時間や頻度を管理でき
ない ②生活でゲームを最優先してしまう ③ ①②の行動が長く続く 等が上げられるそうで
す。そして、依存が長期化してしまうと「脳の機能が低下し、感情がコントロールできない（怒
りやすくなる等）」「昼夜逆転（欠席や遅刻）」「骨がもろくなる」といった事につながってしまう
そうです。
健やかな成長を維持するためにも、勉強や部活動(スポーツ･芸術)に打ち込んだりしながらセ
ルフコントロール力を身につけさせたいものです。
（6/27 読売新聞参照）

花壇が新たに飾られました（花はなプラン）
６月２９日、ＰＴＡのみなさんと一緒に学校花壇の整備（花はなプ
ラン）が行われました。
また学総大会中には、学芸員さんとともに、選出された生徒による
校地内の樹木の名前調べとネームプレートつけが行われました。花の
郵便屋さん活動推進校として、これからも花と緑に囲まれた心安らぐ
環境作りを進めていきたいと思います。
（学年行事等は各たよりを参考にして下さい）
完全下校時刻１８：００
日 曜日
行
事
日 曜日
行
事
１ 日 南地区バレーボール大会
１６ 月 海の日
２ 月 健全育成会あいさつ運動 寺子屋 W １７ 火 １年地域交流収穫祭 生徒集会
３ 火
期末テスト
非行防止教室
４ 水
期末テスト
１８ 水 登校指導 大掃除
５ 木 ３年実力テスト
１９ 木 生徒対象応急手当講習会
６ 金 ３年性に関する教育講演会
２０ 金 終業式
７ 土 資源回収 七夕祭
２１ 土 夏季休業
(地元の祭を大切に節度ある行動を) ２３ 月 家庭訪問 三者面談 ＰＴＡ理事会
１０ 火 ３年進路説明会
期末短縮
ステップアップレッスン
１１ 水 ２年上級学校訪問直前指導
２５ 水 学校保健委員会
緊急連絡アクセス日
２６ 木
１２ 木 ２年上級学校訪問
２７ 金
１３ 金 生徒会専門委員会
３１ 火 子ども議会

７月

主な行事予定

