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○埼玉県身体障害者福祉のための児童生徒美術展 特選 柿澤柾宗
〃
入選 平田愛莉 荒井咲穂 増田桜緒里 宮田のあ 武政月 菊地望栞 内村美優 齊藤夏奈 神藤ひなた 中村菜月 髙橋梨々花 山川知恵 大熊凛香

富田もえ 濵川明那 佐野翔太 秋山ゆうみ 中村陽菜 門倉琴望 金澤明莉

平成３１年１月９日

深谷市立南中学校

新たな年の始まりです！
新たな年を迎え、南中３学期がスタートしました。今年は、元号も変わろうとする年でもあり、
いろいろな意味で新たな年です。南中もこれまでの良き伝統をしっかりと継承し、さらなる発展
につなげていきたいと思います。
３学期のスタートにあたり、各学年の代表が始業式で抱負を発表してくれました。（以下に要
約して掲載します）
＜１年代表 平田愛莉 さん＞
私が、新年を迎えて頑張りたいことは｢あいさつ｣｢自主学習｣｢けじめ｣の３つです。
｢あいさつ｣ した人、された人ともに気持ちが良くなるあいさつを学校だけでなく、家でも地域
内でも実践していきたいです。
｢自主学習｣ 学力向上のためにも毎日こつこつ勉強していくことが大切だと思うので、自主学習
の質を上げ、学習内容の定着を図りたいです。
｢けじめ｣ 一年生の学年目標である｢けじめ｣ある行動ができるように頑張りたいです。初めての
宿泊体験学習のスキー教室を不安なく良いものにするためにもけじめをつけ落ち着いた行動がで
きるようにし、学年全体が成長できるようにしたいです。そして、立派な２年生、先輩になりた
いです。
＜２年代表 木本太陽 くん＞
３学期を迎えましたが、次の学年への準備でもあり、学年のまとめでもある３学期をしっかり
生活していきたいと思います。そのために、まず｢勉強｣を頑張りたいです。これまで思うような
結果ではなかったので、集中力を高め、理解力を高めて学力向上を図っていきたいです。次に｢家
での生活を改善｣したいです。少し怠け癖がついてしまったので、強い心を持って、切りかえを
しっかりしていきたいです。３つ目として「部活動に全力で取り組みたい」と思います。引退ま
での限られた時間をしっかりと計画的に取り組みたいと思います。
とことん勉強をすること、ルールを守り自分から行動すること、頑張っている仲間の姿も良い目
標にし、部活動にも励むこと、などを大切にして、自信を持って３年生に進級したいと思います。
＜３年代表 小林示謡 くん＞
私は、今学期、努力したいことが２つあります。
１つ目は志望校に合格することです。勉強をすればするほど不安も大きくなる時期もありました
が、入学したいという強い気持ちがあるからこそ受験に立ち向かっていけていると思います。試
験当日まで気を抜かず、一生懸命、努力していきたいと思います。２つ目は、残りわずかな中学
生活を一層充実させ、最高の卒業式を迎えることです。２ヶ月後には、あたりまえのように共に
生活をしてきた仲間ともそれぞれの道に進んでいきます。一日一日を大切に過ごし、３年生全員
で、先生や友人、後輩たち、そして南中学校への感謝の気持ちを忘れず一人ひとりが自分にでき
ることを考えて行動していきたいと思います。
始業式で、「南中で受け継がれている良いものを新しい年になってもしっかり受け継ぎ、さら
に向上させよう。」
「努力、頑張りの先にある達成感･充実感を感じられる人になってほしい」
「『人
の役に立つこと』『人から必要とされること』」を幸せと感じられるような人間であり続けてほし
い」と話しました。代表３人だけでなく、南中生全員が、その通りの行動をとってくれることが
十分に期待できる生徒です。
保護者・地域の皆様にも、これまで同様、本校の教育に対するご理解とご協力をよろしくお願
いします。

○埼玉県郷土を描く児童生徒美術展 特選 長友彩
〃
入選 磯野あずみ 柿澤柾宗 加藤美咲 柴田莉奈 藤井柊羽 内村美優 蜂須萠湖 佐野翔太 柳沢千咲 門倉琴望 富田もえ
○埼玉県児童生徒発明創意くふう展 優良賞 内田颯
○大里地区児童生徒発明創意くふう展 金賞 伊藤結衣 山口愛夏 田中凜 関口文佳 大久保光武 岡田澪 坂本心菜
○全国書画展覧会書写の部 金賞 小林葵 堀涼風 田島璃乃燎 野口昌馬 石川晃大 清水七夏 平井美羽 今野佑香 蛭川真悠子 岡安穂香 小内彩 福岡杏美

柿沢莉沙 倉上花梨 丸橋怜央 髙田愛美 中村陽菜 大嶋美紅 坂本心菜 門倉琴望 梅澤莉子 出牛桜子 力丸海里 三友銀士
○大里地区科学教育振興展覧会 優秀賞 門倉琴望
○深谷市科学展 銀賞 田中志寿真 岡安穂香 保延知佳 神藤ひなた 田島璃乃燎 磯野あずみ 荻野晃輔 久保田斉明 内田和真
○薬物乱用防止啓発ポスター 埼玉県薬剤師会長賞 小清水生成 中村陽菜 関口文佳
○埼玉の建業産業ポスターコンクール 県教育委員会教育長賞 植竹凛子
銀賞 神藤ひなた
銅賞 高久由季
○深谷ふれあい人権セミナー 人権作文優秀作品 門倉青葉 浜野花音
○北部地区人権教育実践報告会 人権作文優秀作品 菊地望栞
○深谷市教育委員会 人権作文優秀作品 正田彩七 塩谷日彩
○深谷市教育研究会 人権作文優秀作品 菊地望栞 髙橋鈴夏 中村菜月 中里杏奈 塩谷日彩 杉山りのん 髙橋風花 本間莉那 山吉正晃 吉川紗菜
○深谷市環境ポスターコンクール 入選 笠原詩織
佳作 丸橋怜央 神田寿々佳 蜂須萠湖
○寄居町親善卓球大会＜中１女子＞準優勝 八ツ田陽菜
３位 広中月菜
＜中２男子＞優勝 栗原励
○ふっかちゃんカップ 準優勝 野球部
○埼玉県北部地区新人交流大会 ３位 野球部
○深谷市読書感想文コンクール 特選 正田彩七 近藤優衣
〃
入選 穐山琴 荻野晃輔 磯野あずみ 瀬下姫花 永原珠実 塩谷日彩 山口愛夏 神藤ひなた 半澤愛華 植竹凛子 門倉琴望 髙橋花歩
○新人兼県民総合体育大会県大会 ３位 女子卓球部
敢闘賞 男子卓球部
○深谷市児童生徒コンピュータ作品展 優秀賞

谷口美羽 福田望実 山口虎太郎 新華佳 大宮健太 木村七海 小嶋楓花 山口颯大 山本健翔 小澤桜 佐藤美月 田島沙笑 平井杏樹 落合航也 田嶋茅乃 藤井梨咲 鈴木古都
永田莉媛 長友彩 中村菜月 栗原美翔 深田美咲 岩﨑里未 神田美紅 小林彩乃 浅見美桜 日馬美桜 平井夏菜 冠木蒼 福島陽葵 増田桜緒里
○埼玉県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ北部地区大会 <金賞> 吹奏楽部木管八重奏
＜銅賞＞吹奏楽部金管八重奏
○全日本ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ西関東支部予選埼玉県大会 <銀賞> 吹奏楽部木管八重奏
○ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ深谷大里地区選抜選手＜ U-１３＞ 岡結菜 夏神愛花 ロメロ・マテオ
＜ U-１４＞小林愛弥
○大里地区文集「けやき」 特選 菊地望栞 瀬下姫花 杉本めばえ 杉山りのん 門倉琴望 添田彩花
入選 清水愛未 秋山椋 髙橋鈴香 保延知佳 半澤愛華 山﨑茉乃 髙橋風花 隅田真帆
○埼玉県歯･口の健康啓発標語コンクール 入賞 小暮広起
〇ぐんまチャレンジカップ 男子団体 優勝 男子卓球部
○卓球小川げんきプラザ杯 女子優勝 中村瑠那
準優勝 柿沢莉沙
３位 八ツ田陽菜 広中月菜
男子３位 知久嘉希
○熊谷税務局管内 税の標語 入選 倉上花梨
税の作文 関東信越税理士会熊谷市部長賞 髙橋鈴夏
〇さいたまアンサンブルフェスタ中学校の部 さいたま市教育委員会教育長賞並びに金賞 吹奏楽部打楽器五重奏
〇さいたまアンサンブルフェスタ中学校の部 銀賞 吹奏楽部木管五重奏
〇日本管弦打楽器ソロコンテスト中学生部門 木管楽器の部 金賞 濵川明那
〇第１１回ソフトボール熊女フェスティバル ２部２位 ソフトボール部
〇深谷市人権標語 入選 奈良和真 保延知佳 内田颯
〇深谷市人権推進ポスター 副会長賞 小林彩乃

地域との温かな心の交流

！（花の郵便屋さん）

「寒い中でのまごころのこもった花(寄せ植え)の配達、ありが
とうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。
」「あいにく留守
にしていますが、いつもお花をありがとうございます。」
これは、１２月２１日に｢花の郵便屋さん｣活動において、訪問
先で生徒が頂いたメッセージです。生徒たちもこの活動で、温か
な贈り物を地域の皆さんからたくさん頂戴しています。また、今
年は訪問先で生徒が頂いたものを活用し、始業式の演台を花束で
飾ることができました。これからも地域との温かな交流を築いて
いける学校でありたいと思います。

