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南中旋風！『克己』して良く頑張った学総大会

春の花はなプランで南中は花いっぱい！

６月１７日(木)から２０日(日)にかけて、３年生にとって最後の大会と
なる学校総合大会大里深谷地区予選会が行われました。試合会場では連日
熱戦がくり広げられ、日頃の練習の成果を遺憾なく発揮し、各部とも力の
限り戦い、南中旋風を巻き起こしてくれました。
大会前の壮行会では、今年も『克己』と言う言葉を贈り激励しました。
各会場のあちこちで、邪念に打ち勝ち弱気にならず『克己』してがんばっ
ている南中生の姿をたくさん見ることができました。特に、野球部は、決
勝戦で、最終回ノーアウト満塁のピンチを見事に切り抜け、優勝を勝ち取
ってくれました。また、どの試合会場でも、応援のマナーや礼儀がすばら
しく、『南中の誇り』である「あいさつ」の取組が、大会中もしっかり実
践されていることに感動しました。最後の最後まであきらめず、努力を続
けた３年生の姿は、後輩たちの心に焼き付いたことでしょう。３年間お疲
れさまでした。また、予選を見事に勝利し、県大会に出場する部活の皆さ
ん、県大会出場おめでとうございます。皆さんは南中の、そして大里深谷
地区の代表です。正々堂々と競技してきてください。応援しています！

６月１１日(金）の放課後、
「春の花はなプラン」が実施され、南
中の花壇が初夏の花でいっぱいになりました。緑化委員と PTA の
生活・環境委員の皆さんで実施しました。始めに、学校総合支援員
の松本先生が花の移植の仕方を教えてくださいました。その後、各
学年ごとに考えたデザインにそって花を植えました。
NHK「青天を衝け」の藍の種プロジェクトで育てた藍も順調に
成長し、背丈も大きいものは１５ｃｍを超えました。これから、さ
らに成長してくれるのを楽しみにしています。６月は、植物が１年
で一番成長する季節になります。南中の花を見にお越しください。

○野 球

優勝 県大会出場
２回戦勝利 南中１２－１岡部中
準決勝勝利 南中 ４－３川本中
決 勝勝利 南中 ２－１藤沢中
○ソフトボール １回戦惜敗 南中 ０－７岡部中
○サッカー
１回戦惜敗 南中 ０－２幡羅中
○ソフトテニス 男子 団体 A チーム ベスト８
２回戦勝利 南中３－０明戸中Ｂ
３回戦惜敗 南中０－２藤沢中Ａ
Ｂチーム ベスト 16
１回戦勝利 南中２－１藤沢Ｂ
２回戦惜敗 南中１－２花園中Ａ
○ソフトテニス 女子 団体 Ａチーム３位
県大会出場
代表決定戦 南中２－１玉井中
２回戦勝利 南中３－０幡羅中Ｂ
準決勝惜敗 南中１－２上柴中Ａ
Ｂチーム ベスト８
１回戦勝利 南中３－０男衾中Ａ
２回戦惜敗 南中１－２幡羅中Ａ
個人 ３位 関口・清水組 県大会出場
○ラグビー
３位決定戦惜敗 南中１０－１４深谷中 県大会出場
１回戦勝利 南中５２－ ５上柴中
準決勝惜敗 南中１０－１９寄居中
○バレーボール 男子 ３位 準決勝惜敗 南中０－２深谷中
順位決定戦惜敗
南中０－２幡羅中
○バレーボール 女子 予選リーグ２位
南中２－１男衾中
(予選リーグ惜敗) 南中０－２明戸中
○ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
男子 １回戦惜敗
南中３７－７１上柴中
○ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
女子 準優勝
１回戦勝利
南中４９－３９深谷中
準決勝勝利
南中４７－４２寄居中
決 勝惜敗
南中４０－６９藤沢中
○卓 球 男子 団体 予選リーグ２位
決勝リーグ４位
○卓 球 女子 団体 優勝(予選リーグ全勝) 県大会出場
個人 シングルス ３位 西村 県大会出場 ３位 村田
個人 ダブルス ２位 西浦・髙橋さ 代表決定戦惜敗
○剣 道 男子 団体 １回戦惜敗
南中１－３藤沢中
○剣 道 女子 団体 １回戦勝利
南中４－０岡部中
２回戦惜敗
南中１－３寄居中
個人 ５位 内田 県大会出場
○柔 道 男子 団体 ３位 県大会出場
個人 ２位 新、北田、三口 3 位 高橋 県大会出場
○柔 道 女子 団体 １回戦惜敗
○陸上競技(通信陸上) 800m ３位 吉田
走り幅跳び ３位 永野
学総大会深谷地区予選 6 月 29 日開催予定
○硬式テニス
２位 齋藤・朝比組
○水 泳
100m、200m 平泳ぎ １位 池田
400m 個人メドレー
４位 齊藤

県大会の会場と日程
期 日

試合会場

部活名

期

日

試合会場

野 球 7/17～ 新座市営球場他 ラグビー
7/10～ 荒川緑地ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
女卓球 7/13～ 上尾運動公園体育館 女テニス
7/18～ くまがやドーム
柔 道 7/24～
県立武道場
剣 道
7/18～
県立武道場
陸 上 7/24～ 熊谷文化公園 水 泳
6/23～ 川口青木町ﾌﾟｰﾙ
※抽選により、実施日や会場が変更される場合もあります

２年ぶりの水泳の授業が行われています
６月２２日(火）、お昼休みにプール開きを行ないました。体育委
員が生徒代表として参加しました。コロナ禍のため、昨年は水泳の
授業ができなかったため、２年ぶりとなります。前日の２１日(月）
に、体育教諭が残留塩素等の水質調査を行い、測定値も安全基準を
クリアしていました。これにより２３日(水)から、安心・安全並び
に感染防止にも注意を払い、水泳の授業がスタートしました。

日

曜

令和３年７月のおもな行事

７/１ 木 期末テスト2日目 あいさつ運動
２
金 期末テスト3日目 あいさつ運動
３
土 第1回資源回収(3年生担当)
４
日 第1回資源回収(予備日)
５
月 3年実力テスト SUL全学年
６
火 3年性教育後援会① 学総県大会代表者会議
７
水 SUL３年
８
木
９
金 3年進路説明会・修学旅行説明会⑥
１０ 土 SUL1.2年
１１ 日
１２ 月 期末短縮 学総県大壮行会
１３ 火 期末短縮 学年朝会 専門委員会
１４ 水 期末短縮 SUL３年
１５ 木 期末短縮 登校指導日 生徒評議会
１６ 金 期末短縮 大掃除⑤ 給食最終日
１７ 土
１８ 日
１９ 月 期末短縮 学年学活
２０ 火 1学期終業式 第３回PTA理事会19:00～
２１ 水 夏季休業日 3者面談(3年) 家庭確認訪問(1.2年)
２２ 木 海の日
２３ 金 スポーツの日
２４ 土
２５ 日
２６ 月 3者面談(3年) 家庭確認訪問(1.2年)
SUL全学年
２７ 火 3者面談(3年) 家庭確認訪問(1.2年)
SUL全学年
２８ 水 3者面談(3年) 家庭確認訪問(1.2年)
SUL全学年
２９ 木 3者面談(3年) 家庭確認訪問(1.2年)
３０ 金 3者面談(3年) 家庭確認訪問(1.2年)
３１ 土
※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。

