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コロナ禍に負けずチャレンジできた１学期！ ３年生が奮闘 ２年ぶりに資源回収実施！
４月８日(木)、穏やかな春の陽気の中、新入生１５６名の新たな仲間を
迎え、全校生徒４５７名でスタートした１学期も、今日の終業式で終わり
ます。７０日間あったこの１学期、皆さんにとって、どんな日々だったで
しょうか。
コロナ禍の為、昨年同様にご来賓の参加がない入学式では、腰骨を立て
凛とした姿勢の１年生の姿勢に頼もしさを感じました。iPad を使いなが
ら英単語の学習を楽しそうに取り組んでいる姿に、成長を感じます。２年
生は、会うたびにしっかりと相手の目を見ながら、さわやかなあいさつが
できます。新チームとなった部活動も、良く努力しています。「南中の顔」
として常に後輩達の良き手本となり、学習や学校生活に取り組んでいる３
年生は、学校総合体育大会では５つの団体戦で県大会に出場するなど、素
晴らしい成績を残してくれました。そして、いよいよ「進路決定」に向け、
本気で取り組む時期になってきました。
この１学期を振り返り、学年や学級の取組に協力できた、目標を持って
部活動に参加できた、相手のことを思い友達に優しく接するとこができた
等、様々な思いがあることでしょう。１日１日を、ただ何となく過ごして
いると、時間はあっという間に過ぎていってしまいます。皆さん一人一人
が、毎日目的意識を持って過ごすことで、確実に成長し向上することがで
きます。この１学期には、学習や部活動、生活面等で良く努力し向上した
人を、たくさん見ることができました。
そして今日は、皆さんのこの１学期間の学習や生活等の、様々な努力を
評価した『通知表』が渡されます。『通知表』というと、すぐに５段階評
定に目が行ってしまいがちですが、なぜその評定になったのかは、観点別
評価に示されています。今まで観点は４つ(国語は５つ)でしたが、今年か
ら新しい学習指導要領に沿って、すべての教科が３観点となりました。自
分はどの観点が優れているのか、どの観点がまだ努力が必要なのか、しっ
かりと確認してください。テストの点数だけで評価がついているわけでは
ありません。授業に取り組む姿勢、思考力・表現力・判断力、提出物等、
様々な観点から総合的に評価されています。また、活動の記録（委員会や
係活動、部活動、表彰の記録等）も確認してください。１年生にとっては、
初めての５段階の評定となるので気になることと思います。各評定は観点
別評価に基づき評価されています。先日お配りした通知表の見方に詳しく
記載してありますので、ぜひご確認ください。また、担任の先生が皆さん
一人一人に想いを込めて記述した「所見」も、しっかりと読んでください。
『通知表』には、皆さんの１学期７０日間の努力の証が凝縮されているの
です。１学期に良くがんばったことは更に伸ばし、努力すべき事は真摯に
取り組み、２学期に改善していきましょう。

７月３日(土)、２年ぶりとなる第１回資源回収が行われました。
当日の朝は、小雨の降るあいにくの天気でしたが、作業が進むにつ
れ天候が回復し、作業が終わるころには晴天となりました。
今回の担当学年は３年生でした。一昨年最後に資源回収に取り組
んでくれたのがこの学年でした。生徒たちは、その経験を活かし、
たいへん積極的に作業に取組み、地域の皆さんから提供された資源
を回収してくれました。全体の収益金は、深谷市から補助されるリ
サイクル奨励金を含め２２２，５１７円となりました。
この収益は、今後部活動の各大会等のバス代や修繕等、生徒の学
校生活に有効に活用させていただきます。ご協力ありがとうござい
ました。

夏休みに iPad を持ち帰り 有効活用を！
GIGA スクール構想に伴い、今年から深谷
市内の、全児童・生徒に支給された iPad を、
この夏休みの期間中、生徒に自宅に持ち帰ら
せます。
iPad の自己管理をしっかりと行い、家庭学
習や自由研究などの調査探究活動等に、有効
に活用してください。
令和３年７・８月のおもな行事
日
曜

7/20 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) 子ども議会
３０ 金 3者面談(3年) 家庭確認訪問(1.2年)
３１ 土
8/１ 日
２
月 SUL全学年
３
火 SUL全学年 生徒協議会
４
水 SUL全学年
５
木
６
金
７
土
８
日 山の日
９
月 休日
１０ 火 学校閉庁日
１１ 水 学校閉庁日
１２ 木 学校閉庁日
１３ 金 学校閉庁日
１４ 土
明日から、皆さんが楽しみにしている３７日間の夏休みが始まります。 １５ 日
１６ 月
この夏休みをどう過ごすかによって、２学期以降の学校生活に大きな影響
１７ 火
を与えます。自立して自己管理をしっかりと行い生活してください。今年
１８ 水
は例年に無い猛暑で、熱中症にならないよう、健康管理に十分に気をつけ
１９ 木
ましょう。
２０ 金
また、夏休み中、ネット犯罪やトラブルに巻き込まれないよう、携帯電
２１ 土 PTA環境整備活動(7:30～) 深谷まつり
話活用のための「５つの約束」を必ず守りましょう
２２ 日 深谷まつり
さらに、新型コロナウイルス感染防止に向け、休み中も『南中スタイル』 ２３ 月
を継続し、健康観察及び行動記録表を欠かさず記録してください。
２４ 火
２５ 水
２６ 木
その１ 人を傷つけない。
２７ 金 2学期始業式 避難訓練
その２ 自分や他人の個人情報を書かない。
２８ 土
その３ ネットで知り合った知らない人とは絶対
２９ 日
に会わない。
３０ 月 登校指導日 1.2年夏休み明けテスト 生徒会専門委員会
その４ ネットに依存しない。
３１ 火 学年朝会
その５ 何かあったら、すぐに大人に相談する。
※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。

充実した夏休みにするために守りたい約束！

「1 学期を振り返って」

３年１組

北岩 賢悟 君

コロナウイルスの影響が心配される中で始まった中学校生活最後の 1 年。その 1 年の 1 学期もあっという間に今日で終わりです。この 1 学期、私が頑張ったこと
は勉強や部活計画作りです。まず、計画づくりでは２つのことを行いました。
１つ目は、テストに向けて計画を立てることです。中学３年生の１，２学期の成績は高校を決めるときの大切な資料になります。なので、テスト計画づくりでは、
自分が何の教科ができて、どの教科ができないのかなどを、考え作ることができました。また、中学３年生になると、北辰テストのような学校外でのテストも増えま
した。北辰テストでは、１，２年生の内容も出るため、学校のテストと同じく、どの単元が苦手なのかを大まかに把握し、勉強に取り組みました。このテスト計画づ
くりは、自分のことを知ることが大切だと思いました。
２つ目は、自分の人生を考える計画作りです。３年生になってから様々な高校のパンフレットが配られています。私はそこからようやく受験生という実感がわい
てきました。高校の選抜は、これからの人生に大きくかかわってくると思います。なので、自分が大人になって何を目的とし、何をしたいのかを考え計画を作ること
が大切だと思いました。また、今までは、親に頼ることが大半でしたが、自分の人生を決める大切な選択なので、なるべく親に頼らないように自分で決め、その意思
を親に伝えることを頑張りました。親に頼らないということは意外と大変で、また同時に親の苦労も感じられました。親に支えられて成り立っている生活なので、
しっかりと感謝を伝えたいです。勉強と部活では、振り返りを重視してがんばりました。部活では失敗したところをなぜ失敗したかなどをペアと考えてプレーする
ことができました。学総では負けてしまったけれど諦めない心と精神力が部活では付けられました。勉強ではテスト後に復習を頑張りました。勉強をしていくうち
に一番復習が大切だと思いました。次のテストでは、わからなかったところを、いくつ「わかる」に変えられるかが大切だと思い、復習に全力で取り組みました。
１学期では勉強と部活の振り返りや計画づくりを特に頑張りました。その他にも、１回１回の修学旅行の実行委員会を大切に、修学旅行に向けて準備を行ってき
ました。残念なことに、できなくなってしまったけれど、良い経験になりました。
１学期も今日で終わり、夏休みへと入ります。受験生という自覚を持ち、勉強時間が一番確保できる夏を有意義に使い、合格へと近づいていきたいです。

「1 学期を振り返って」

２年１組

石川 莉瑚 さん

２年生として迎えた１学期は時間がたつのがとても速く、あっという間に過ぎていったと感じました。友達ともたくさんコミュニケーションをとることができて
充実した生活を送ることができたと思います。これはすごく当たりまえのことだと思っていたけれど、友達とたくさん話をしたり、当たり前のように授業を受けら
れることはとても幸せなことだったのだな改めて感じます。
私が１学期頑張ったことは２つあります。１つ目は勉強です。１学期は苦手な教科を中心に勉強をし、わからなかったところは先生や友達に聞いたりしました。
それにより、期末テストでは、前回の中間テストよりも点数が上がった教科もありました。ですが、下がってしまった教科もあるので普段から家庭学習などを通し
て習ったことの復習をしっかりし、点数を上げていきたいです。また、私を含めテストでケアレスミスをして点数を落としている人も少なくないと思います。ケア
レスミスがなくなるだけで点数アップにつながると思うので、このようなところを注意しながら次のテストでは、１学期の定期テストよりもいい結果を残せるよう
に努力していきたいです。
２つ目は、学級委員長として学年、クラスを引っ張るということです。今年度は通常通り学校が始まりましたが、私は新たなこのクラスを挨拶がしっかりできて、
みんなのことを思いやれるクラスにしたいと考えました。まずは、授業の始めと終わりの挨拶がしっかりできるように自分から大きな声で挨拶しました。すると、
次第に大きな声で挨拶ができる人が増え、元気のあるクラスになっていきました。２学期ではさらに大きな声で挨拶ができるように自分からしっかり挨拶をするこ
とを続けていきたいです。また、自分のことだけでなく、周りの人のことまで考えて行動できるようなクラスにしていけるように心がけました。自分の係の仕事が
終わったらまだ終わっていない人がいないかを確認し、周りを良く見て行動しました。みんながそうなることで、周りの人を思いやれる優しいクラスになると思い
ます。
ですが、まだ課題も残っています。それは休み時間と授業のけじめがついていないことです。その改善のためには、自分から声掛けをし、一人ひとりが意識してチ
ャイム着席などがしっかりできるようにしていきたいです。けじめをつけてみんなが授業に集中できるような環境を２学期には作っていきます。学年の課題として
は、全体的に話を聞かない人が多いことが挙げられます。話を聞く時は、その人の方に体を向けて周りの人と話をしないで聞くことが大事だと思うので、みんなが
意識して人の話を聞けるように呼びかけをしていきます。
１学期はみんなでできる行事がなかなかありませんでしたが、先日行われたドッジボール大会では 1 人 1 人がクラスのために本気になって戦いました。このよう
な行事があるとクラスの絆も深まっていくので２学期はもっとレクなどが出きれば嬉しいです。また、１年生の時に行われなかった体育祭が２学期に行われる予定
ですが、クラスの団結力を発揮できる場でもあるのでがんばっていきたいです。そして、２年生の中で大きな行事である林間学校では一人一人が考えて行動し、友
情が深められるようなものになればいいと思います。２学期は勉強と部活も両立させながらたくさんの思い出をつくっていきたいです。

「1 学期を振り返って」

１年１組

浦山 夢彩 さん

４月８日、期待と不安でいっぱいの胸をドキドキさせながら、この南中学校の体育館に入ったことを今でもはっきりと覚えています。入学してから夢中で過ごし
てきたこの１学期を振り返ってみました。
１学期に一番気を付けた事は、「時間を守る」ことです。時間、期日を守ることは、学校生活を送るうえでとても大切だと考えたからです。朝練や休日の練習に参
加するために体調を管理することにも繋がると思い、時間や時期を守ることを意識しながら生活しました。２学期は、時間を有効に使えるよう工夫します。
頑張ったことは、部活動です。私は楽器を演奏することが好きなので、吹奏楽部に入部しました。今までは一人で演奏することばかりでしたが、憧れの先輩方と一
緒に練習をしたり、合わせて演奏したりすることの楽しさを実感することができました。その中でまなんだこともあります。互いの音色を聞いたりタイミングを合
わせたり相手のことを思いやる気持ちを持つ大切さです。もっともっと上手に演奏できるように、夏休みも一生懸命練習します。また、小学生の時から毎年目標に
している硬筆中央展への出品も達成できました。鉛筆書きからペン書きに代わり、文字数も多くなったことに慣れるまで苦労しました。練習時間の確保にも苦労し
ましたが、諦めずに努力することは結果にもつながるということを改めて実感することができました。来年は、今年よりも上位の賞をとりたいです。
楽しかったことは「毎日みんなが楽しいクラス」をモットーに、担任の笹原先生とクラスの仲間たちと過ごした毎日です。特に学年レクで行ったミニ運動会で優
勝できたことが嬉しかったです。それまでは、なんとなく桜ヶ丘小出身、深谷西小出身という感じがしたこともありました。このレクをきっかけに、どのクラスも団
結力が高まったと思います。２学期には中学校で初めての体育祭や音楽会があるので、みんなの気持ちを一つにして頑張り、１組の良さを歌で表現し、学年全体を
盛り上げたいです。
４月からの中学校生活、中学生になって初めての１学期はとても充実した日々でした。２学期はさらに充実した中学校生活を送れるように、努力していきます。

