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締めくくりの３学期、充実した日々を過そう！
締めくくりの３学期のスタートに、みなさんには次の言葉を贈ります。
それは、『凡事徹底』という言葉です。この言葉はパナソニック（旧：松下
電気器）を一代で築き上げた、経営の神様と呼ばれている、松下幸之助氏
がよく使っていた言葉です。彼がある講演会で、聴衆の方々に最後に言っ
た言葉、それは難しい格言のような言葉ではなく、次のようなありふれた
言葉でした。「明日から毎朝早う起きて、しっかり掃除をしなはれ。」要
するに「当たり前のことを当たり前にやり続けなさい」ということです。
「当たり前のこと」とは、誰にでもできることであり、生きていく上で大
切な事柄です。それを一所懸命がんばるところに、その人間の価値が生ま
れるのです。出会った人には目を見て笑顔で「おはようございます。」と
あいさつをする。人に親切にしてもらったら「ありがとう」とお礼の言葉
を言う。名前を呼ばれたら「はい」と返事をする。人の嫌がることをしな
い。掃除をまじめにする。時間を守る。その他にも、早寝・早起き、給食
を残さず食べる、学習用具の準備や後始末をきちんとする、思いやりのあ
る言葉を使う等、そこには誠実であること、努力家であること、人に対し
ては真摯に接すること、まじめであること等が求められます。
「簡単なことをやり続けること」は、勉強でも運動でもとても大切です。
簡単なことができない人には、決して難しいことはできません。そして、
その簡単なことをやり続けることが、心の強さを育てることにつながるの
です。皆さんにとっても「当たり前」のことをやり続けることが、これか
らの人生につながっていくと思っています。
そして、コロナ禍の現在「凡事徹底」として、新たに『 ３密をさける、
マスク着用、手洗い・消毒の徹底、室内の換気、検温の実施 』と、コロナ
対策が加わることになります。
１年生は、本来なら１月２９、３０日に長野県菅平高原でスキー教室を
実施する予定でしたが、新型コロナウイルス拡大防止の為、本当に残念で
すが中止となってしまいました。しかし、行事がすべてではありません。
普段の学校生活を通して、仲間との絆をさらに深めていってください。
２年生は、２月５日に「立志の集い」があります。１１月２０日の DFC
では、郷土の偉人渋沢栄一翁の生き方について、より深く学ぶことができ
ました。その経験を生かし、自分の将来に夢や目標を掲げ、自分の考えを
正々堂々と、自信をもって発表してください。
そして、３年生はいよいよ受験です。新型コロナウイルスに負けること
なく、健康管理に注意し、
自分の希望する進路を勝ち
取るため「克己」して最後
の最後まで努力を続けてく
ださい。ゴールはもうすぐ
そこです。残りわずかなこ
れからの日々を『凡事徹底』
してがんばってください。
（３学期始業式の言葉）
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感謝の気持ちを伝えたい ３年生『新年の抱負』
３年４組 伊谷 茉奈 さん
私たち３年生は、３学期に受験を迎えます。
受験は、中学生活の区切りであり、1 つの大き
な転機でもあります。後悔しないために、この
３学期は勉強を全力で頑張りたいです。受験生
として４月から過ごしてきて、ついに受験が目
前に迫っています。これまで積み重ねてきた努
力を本番で発揮するためにも、ラストスパート
をかけていきたいです。そのために、時間を有
効に使うということを意識して、学習に取り組
みたいです。残された時間が少ないからこそ、その時間の中で何が最も自
分に必要なのかをよく考えることが大切だと思います。また、「受験は団
体戦」という言葉があるように、学年全体で勉強しやすい環境をつくるこ
とも重要です。お互いを高めあえるような学年を作り上げ、学年委員会と
して頑張りたいと思います。受験が終わってしまった後に、もっと勉強し
ておけばよかったと後悔することがないように、自分が出せる全力を尽く
したいです。
また、３学期は友達と過ごすことのできる最後の学期です。卒業まで学
校に来る回数はあと少しだけです。今年は、新型コロナウイルスの影響で
５月まで休校であったり、修学旅行、体育祭、音楽会など多くの行事が中
止になったりしました。しかし、体育祭の代わりとなるスポーツ大会やフ
ァンタジックナイトなど、今年ならではのいろいろな思い出を作ることが
できました。クラスの仲間や友達と過ごした時間は、かけがえのないもの
となると思います。中学校を卒業した後、私たちはそれぞれの進路に分か
れていきます。だからこそ、この学年で過ごすことのできるわずかな時間
を大切に思い、残された時間でさらにたくさんの思い出を作ることができ
たらいいなと思います。
最後に、この中学校生活でお世話になった人たちに感謝の気持ちを伝え
ていきたいです。親、友達、先生方、そして地域の方々。この３年間で、
たくさんの人たちと出会い、私たちは支えられてきました。きちんと、こ
れまでの感謝を伝えることが恩返しの第一歩になると私は考えます。
新型コロナウイルスにより、公立高校の出題範囲の縮小など、受験にお
いても去年とは異なる点が多く、不安があります。しかし、学年みんな、
そして先生たちと力を合わせて卒業まで走り続けたいです。また、この南
中学校で過ごす最後の学期として毎日を大切にし全力で楽しみたいです。

一人１台の iPad で新たな学びが始まる
南中では１２月１４日(月)、国のＧＩＧＡスクール構想、深谷市の「渋沢
spirit in ふかや ＧＩＧＡスクール」のもと、高速大容量の通信ネットワ
ークが整備され、全生徒に 1 人１台のタブレット端末が支給されました。
１月１５日（金）に１、２年生が、１８日(月)に３年生が iPad の基礎操作
についてのガイダンス授業を行い、タブレットを使うときのルールや「クラ
スルーム」の入り方、OneDrive のフォルダの作り方などについて学びま
した。これから、このタブレット端末を有効活用し、個々の学習を充実さ
せるべく、各教科での取り組みが始まります。

調理員さん おいしい給食ありがとう！
１月１８日(月)、給食週間に毎日おいしい
給食を調理してくださっている給食調理員
さんに、感謝の思いを伝える給食集会を行
いました。 給食委員会の代表が感謝の言
葉を述べた後、調理員さん全員に感謝の花
束を贈りました。本来なら、体育館で全校で
行うはずでしたが、コロナ禍の為、給食調理
室前で短時間で行いました。 給食調理員
さん、いつもおいしい給食を作ってくださり、
本当にありがとうございます。

３学期の行事の中止及び変更について
新型コロナウイルス感染拡大の勢いは留まることを知らず、日
本政府から１１都府県に２月７日まで「緊急事態宣言」が発令され
ました。本校では、国や県、深谷市教育委員会の指導に基づき、感
染の拡大防止・予防という観点と、子どもたちの健康・安全面を第
一と考え、以下の通り学校行事等について、その実施を中止または
方法を変更して実施することといたしましたので、ご理解とご協
力をお願い申し上げます。
(1)２月５日(金)
第２学年立志の誓い➡ ２年生のみで実施
(2)２月６日(土)
第３回資源回収
➡ 変更
※第２回資源回収と同様に学校にコンテナを設置して、新聞紙・
雑誌・アルミ缶を回収 期間は２月９日(火)～１５日(月)
(3)３月４日(木)
第３学年卒業旅行 ➡ 中止
(4)３月５日(金)
第６回 PTA 理事会 ➡ 変更 分科会のみ実施
(5)３月９日(火)３年生を送る会
➡ 変更 ビデオ等で実施
(6)３月１６日(火)卒業証書授与式
➡ 変更
※昨年度並みに、卒業生と保護者で規模を縮小して実施予定
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節分
寺子屋ｗ(３年) SUL(３年)
寺子屋ｗ(３年) ２年深谷市ﾁｬﾚﾝｼﾞ(英語)⑥
寺子屋ｗ(３年) ２年立志の誓い⑤⑥
第３回資源回収➡中止
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水
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寺子屋ｗ(３年) SUL(全学年)
寺子屋ｗ(３年) 登校指導日 生徒評議会
資源回収コンテナ IN（9日～15日まで)
３年期末テスト(５教科) 1.2年RST⑥
建国記念の日
２年数学検定⑤⑥ 公立高校出願日(郵送)
SUL(全学年) 寺子屋ｗ(1.2年)
学年朝会
寺子屋ｗ(1.2年) ３年期末テスト(技能科) SUL(３年)
寺子屋ｗ(1.2年) 公立高校志願先変更期間)
寺子屋ｗ(1.2年) 公立高校志願先変更期間) 専門委員会
２年進路学習会⑥ 部活動中止期間
部活動中止期間
部活動中止期間
寺子屋ｗ(1.2年) 部活動中止期間 火曜日課 SUL(全学年)
天皇誕生日 部活動中止期間
1.2年期末テスト(技能科) あいさつ運動 SUL(３年)
1.2年期末テスト あいさつ運動 公立入試直前指導⑥
1.2年期末テスト 県公立入学試験

２０ 土
２１ 日
２２ 月
２３ 火
２４ 水
２５ 木
２６ 金
２７ 土
２８ 日
3/1 月 公立入試面接・実技試験 SUL(1.2年)
2
火 学年朝会
３
水 公立入試追検査
※新型コロナウイルス感染症の動向より、予定が変更になる場合もあります。

「新年の抱負」
２年４組 髙橋 一平 君
僕は、3 学期にがんばりたいことが３つあります。
それは、部長と学級委員長の両立、勉強の復習、コロナ予防など健康についてです。
１つ目の部長と学級委員長の両立では、2 学期の自分の態度が両方とも中途半端になっていたと感じたからです。
なので、自分は、今学期に学級委員長としてクラスの皆をまとめて、そして皆の手本となるように生活していくこ
とと、部長として、部活でも皆をまとめることに加えて、チームの意識を高める声掛けなどを積極的に行ったりし
ていき、中途半端だった行動を日々直していき、さらに成長していきたいです。
2 つ目の勉強の復習では、学年の終わりが近いということでと、3 年生にどんどん近づいていき、その先にある
受験に向けての勉強を、今からコツコツ進めていこうと考えたからです。自分は勉強中に違うことを始めてしまっ
たりする、すごく悪い部分があるので、まずその部分を直し、自分の苦手な教科から毎日勉強していきたいです。
最後の一つは、去年から続いている新型コロナウイルスの予防です。最近は、感染者がさらに多くなっていき、
深谷市も増えてきています。そこで、自分はコロナウイルス予防を目標にしました。自分が特に気を付けたいところは、外食中でのマスクです。
食べているときに自分は、親や弟と会話してしまうことがあります。そこで、食べている時と会話する時とをメリハリをつけてこれからは生活
したいです。
この３つの目標を達成し、自分の色々なところを成長させていきたいです。

１年４組 塩谷 絆 君
僕は、３学期頑張りたいことがたくさんあります。その中でも特に頑張っていきたいことが２つあります。
１つ目は、テストです。３学期は中間テストが無くて期末テストの一発勝負です。自分のクラスの４組は、少し
ずつですが成績も上がってきています。僕は、学級委員長としてもっとクラスの成績を上げていきたいです。そし
て、自分個人としては、ケアレスミスをなくしていきたいです。目標としては、学年で５位以内に入ることです。
２つ目は、部活です。２年生はこの３学期が終わると３年生となり受験勉強の時期です。１年生は、３学期を終
えたら２年生になります。なので、３学期はそのための準備となる学期です。先輩になるにあたり、後輩の手本と
なるように、実力はもちろん、部活動に対するやる気を見せられるようにしていきましょう。
この２つを特に頑張っていきたいです。ですが、勉強だけ、部活だけとかたよらずに「文武両道」という言葉が
あるように、勉強と運動どちらもこなせるようになります。
そしてもう一つ大切にしたいことがあります。それは、友達といる時間です。学年が上がったら、今のクラスの
人ともわかれてしまうかもしれません。なので、同じクラスの今までしゃべったことがあまりない人にもたくさん話、みんなと仲良くなれるよ
うにしていけたら、よりよい学年になると思います。
あと、この３学期で卒業してしまう３年生。この１年間新型コロナウイルスで、楽しみにしていた行事も無くなってしまいました。ですが、
この３年間いい思い出もたくさんあったと思います。無くなってしまった行事を埋める一つとして３年生を送る会で、僕たち１，２年生がしっ
かり３年生を送ってあげたいと思います。そして、３年生に良い思い出をたくさん持ち、卒業してもらえるように、１，２年生の思いを伝えて
いきましょう。

