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新たな年、２０２２年が希望の年となるように！ 『優しい』とは、相手のことを思うこと
新年明けましておめでとうございます。１７日間の冬休みが終わり、今
日からいよいよ３学期がスタートします。
さて、３学期はよく、「まとめの学期」とか「しめくくりの学期」と言
われます。１年間で最後の学期になるからです。しかし、この３学期は１，
２年生は５１日間、３年生にとってはわずか４５日間しかなく、きわめて
短い学期です。ですから、１日１日を大切に過ごしこの１年間をしっかり
としめくくり、さらに次の新しいステージへとつなげていってください。
３学期を迎えるにあたり、みなさんには次の話を紹介します。それは、
昨年アメリカメジャーリーグで日本人として２人目のＭＶＰを獲得した、
ロサンジェルスエンジェルズの 大谷翔平選手の言葉です。大谷選手は、
高校時代の恩師から、「先入観は可能を不可能にする」という言葉をかけ
てもらったそうです。その言葉から大谷選手は、「無理だと思わないこと
が一番大事」と思うようになり、その言葉をもとに努力を続け、だれもが
不可能と思った、あの二刀流を実現したのです。「それはできない」「実
現不可能」「絶対無理だ」と思うのではなく、『不可能を可能にする』た
めにはどうしたらよいかを真剣に考え実現に向けて努力することに価値
が生まれます。そこには誠実であること、努力家であること、物や事や人
に対して真摯であり、まじめであることも求められます。
努力を続けることは、決して簡単なことではありません。でも、自分自
身で限界を感じ、努力しても無駄だと思った時点で、終わりになってしま
います。まさに、アニメのスラムダンクの安西先生が三井選手に言ったあ
の言葉「あきらめたら、そこで試合終了ですよ。」となるのです。「どう
せ自分はレギュラーになれない」「勉強しても順位は変わらない」「どう
がんばってもライバルには勝てない」などという先入観を捨ててくださ
い。努力を続けることは、心の強さを育てることにもつながります。皆さ
んにとっても決して簡単ではありませんが「努力」を続けることが、これ
からの人生にとって、大きな指針になると思っています。これからは「先
入観を持たず、無理だと思わず努力を続ける」人であってください。

１２月２日（木）６校時、後期人権集会が行われました。今回は、校長
が講師となって、講話を行いました。
宮澤章二さんの「行為の意味」という詩の紹介から始まり、思いやりに
心が表れることや、たった一言で、人の心が傷ついたり、逆にたった一
言で人の心が温まったりすることなど、一人一人の生徒に届くよう、語り
かけました。ワークシートを使って、各生徒が自分の経験や感じたことな
どを記入することで、講話がさらに実感できたと思います。
今回の集会で得たことを生かし、自他の人権を大切にし、思いやりあ
る生活ができるようにしていってほしいと思います。「優しい」とは、相手
のことを思うことです。優しさに溢れる南中にしましょう。

２年ぶりに藍染ﾊﾞｯｸと花をプレゼント！
１２月２４日（金）、２学期の終業式を終えたその日の午後、
「花
の郵便屋さん」として９日の引継式でつくったパンジーやキンギ
ョソウの寄せ植えを、地域の一人暮らしのお年寄りに届けました。
寄せ植えにはメッセージカード・手紙・ＮＨＫ青天を衝けの「藍の
種プロジェクト」で育てた藍の葉のたたき染めをしたコットンバ
ックとしおりを『花の郵便』として、南中のボランティアの生徒と
民生委員さん、自治会長さんで一軒一軒訪問し、手渡しました。
生徒もクリスマスイブの日に、サンタクロースになった気持ち
で届けました。南公民館、各自治会長様、南ガーデニング倶楽部の
皆さん、民生児童委員さん、ご協力ありがとうございました。

新人戦の代替大会で南中旋風が吹き荒れる！
12 月 11,18,25,26 日の４日間に新人戦の代替大会が行われました。日頃
の練習成果を発揮して、各部とも素晴らしい成果を残し、南中旋風を巻き
起こしてくれました。県大会にはつながりませんが、この結果を来年度の
学校総合体育大会に繋げて欲しいと願っています。ガンバレ南中！
○野 球
決勝戦勝利 南中 ８－１ 川本・城南中 優勝
準決勝勝利 南中１３－１ 花園中
２回戦勝利 南中 ８－０ 深谷中
○ソフトボール ３位決定戦 南中 ３－２０岡部中
ベスト４
準決勝戦
南中１０－１７花園中
１回戦
南中 ９－８ 上柴中
○サッカー
２回戦惜敗 南中 ０－２ 幡羅中
○ソフトテニス 男子 団体 ２回戦惜敗 南中１－２川本中
個人ベスト８岡本.小林 小林.岩瀬 波田野.加藤
○ソフトテニス 女子 団体 ２回戦惜敗 南中１－２藤沢中
個人 第３位 佐々木.鈴木
○ラグビー
１回戦勝利 南中３８－２１ 上柴中
交流戦勝利 南中３５－ ５ 深谷中
○バレーボール 男子 決勝リーグ 南中２－１上柴中
準優勝
南中２－１幡羅中
南中０－２深谷中
○バレーボール 女子 予選リーグ 南中０－２幡羅中
南中０－２豊里中
○ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
男子 決勝戦惜敗 南中４２－８０藤沢中 準優勝
準決勝勝利 南中４７－３４深谷中
２回戦勝利 南中６５－１９男衾中
○ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
女子 準決勝惜敗 南中３８－４４深谷中 ３位
１回戦勝利 南中５５－１８花園中
○卓 球 男子 団体 決勝戦勝利 南中３－１川本中
優勝
準決勝勝利 南中３－２上柴中
２回戦勝利 南中３－０岡部中
個人 優勝 川上 ３位 北川
○卓 球 女子 団体 決勝戦勝利 南中３－１寄居中
優勝
準決勝勝利 南中３－０上柴中
個人 シングルス ２位 西浦 ３位 髙橋さ、眞下
○剣 道 男子 団体 ２回戦惜敗 南中１－３深谷中
１回戦勝利 南中３－０川本中
個人 ベスト１６ 小山
○剣 道 女子 団体 １回戦惜敗 南中０－４上柴中
個人 ベスト１６ 天田、小川
○柔 道 男子 団体 ３位 予選リーグを勝ち抜き決勝リーグ進出
南中１－４幡羅中 南中１－４妻沼東中
女子 団体 ５位 予選リーグ３位 ５位決定戦で勝利
個人 ３位 橋本、斉藤、新井
○陸上競技
110mH ３位 作田
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令和４年１月のおもな行事

１
土 学校閉庁日 部活動中止 元旦
２
日 学校閉庁日 部活動中止
３
月 学校閉庁日 部活動中止
４
火 冬期休業日
５
水 冬期休業日
６
木
７
金
８
土
９
日
１０ 月 成人の日
１１ 火 ３学期始業式 避難訓練③ 給食なし
１２ 水 給食開始 全学年実力テスト SUL(３年) 私立受験面接練習
１３ 木 登校指導日(全員) ３年私立受験面接練習
１４ 金 生徒会専門委員会
１５ 土 深谷西小資源回収
１６ 日
１７ 月 SUL(全学年)
１８ 火 JOCオリンピック教室(2-1③④、2-2⑤⑥)
１９ 水 JOCオリンピック教室(2-3③④、2-4⑤⑥) SUL(３年)
２０ 木
２１ 金 新入生説明会 ３年私立入試直前指導⑤
２２ 土 夢・きらきらアート展 ３年私立入試中心日
２３ 日 夢・きらきらアート展
２４ 月 SUL(全学年)
２５ 火 生徒評議会
２６ 水 ３年三者面談(希望者) SUL(３年)
２７ 木 ３年三者面談(希望者) １年スキー教室(長野県菅平ｽｷｰ場)
２８ 金 ３年三者面談(希望者) １年スキー教室(長野県菅平ｽｷｰ場)
２９ 土 埼玉県児童生徒美術展
３０ 日 埼玉県児童生徒美術展
３１ 月 SUL(全学年)
※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
１年４組 乙坂 亮羽 君
２０２２年新しい年が始まり、僕が三学期で頑張りたいことを三つ考えました。
一つ目は、スキー教室です。なぜなら、一年生での最大の行事であり、仲間との友情・絆を深める大きな行事だからです。終わった時に学年
全員が「楽しかった」と心から思えるような行事にしたいと思います。そして、昨年は新型コロナウイルス感染症対策により、六年生での修学
旅行が中止になってしまったので、その分も頑張りたいと思います。また、南中生としての自覚を持ち、学年全体の集団行動が学べるように取
り組みたいです。
二つ目は、一年生の学年目標である「当たり前のことを当たり前に最後までやる」ということです。中学校に入学して九ヶ月経ちました。こ
の九ヶ月間でそれぞれが部活の先輩方や家族に支えられて色々なことができるようになりました。挨拶や落ち着いた生活をすることなどや礼儀
などを学びました。しかし、まだ「時間を守ること」など当たり前のことが、できていない部分もあります。一年生の残りの三ヶ月でこの学年
目標に取り組んでいきたいです。
三つ目は、二年生に向けてです。私たちはあと約三ヶ月ほどで先輩となります。三学期は、二年生になる準備をする期間だと思います。今ま
で二年生や三年生の先輩方からたくさんのことを学んできました。今度は、自分たちが来年度に入学してくる一年生のお手本となれるように、
今まで積み重ねてきたよいところを伸ばし、課題を改善する必要があります。これから、学年全体で協力してより良くしていきたいです。

２年４組 馬場 優菜 さん
私は、３学期では「力を尽くして懸命に努力する」という意味がある「力戦奮闘」という言葉を日頃から意識し、目標とする３つにことをが
んばりたいです。
一つ目は、勉強についてです。私は、定期テスト前に計画を立てますが、その計画通りに勉強を進めることができず、不安のままテストに臨
んでしまったことがありました。３学期はこの反省点を生かして、自分で決めた計画を予定通り進められるよう、早めの行動を意識して取り組
んでいきたいです。校外学習です。新型コロナウイルスの影響でスキー教室も林間学校も中止になり、中学生になって初めての校外学習だった
からです。
二つ目は、部活動についてです。来年度の夏のコンクールでは、先輩たちが引退して最上級生として初めてコンクールを迎えます。私たち、
吹奏楽部の目標はみんなで一致団結して金賞を取り、県大会に出場することです。そのためには、日々の練習をしっかりと行い、互いに助け合
いながら目標に向け、努力していきたいです。
三つめは、学級委員長としての活動です。２学期は、新型コロナウイルスの影響がありましたが、学年別体育祭や校外学習などで仲間と協力
することの大切さを学び、一人ひとりの良いところを個性を見つけることができてとても楽しい思い出に残る行事になったと思います。３学期
の行事でも、２学期以上にみんなとの絆が深まるようにクラスをしっかりまとめていきたいです。また、良いクラスになるためには、まだ課題
があるので、まずは自分自身を見直しみんなに呼びかけを行えるようにしたいです。
私は、この三つのことを踏まえ、何事にも努力していこうと思います。
学年としても来年度は、３年生となり受験生でもあるので、今のうちから計画的に物事を進め、毎日の勉強と部活の両立をしっかりとできる
ようにしていきたいです。

３年４組 篠田 夏鈴 さん
私の３学期の抱負は２つあります。
１つ目は受験です。私が希望する高校は公立の高校で、入試日を２月２４日に控えています。入試日が近づいてくるにつれて、今の学力で合
格できるのか不安になっていきます。また、高校へ入学した後に対する不安も出てきます。しかし、「自分が希望する高校へ進学したい。」と
いう気持ちに変わりはありません。そのため私は、入試日当日までの限られた時間の中で少しでも高い点数を取れるように勉強していきたいと
思います。
この３学期で私は、入試でのミスを少なくするために、間違えた問題の復習をしようと思います。実力テストや問題集で間違えた問題を、な
ぜ間違えたのか確認していこうと思います。また、入試日の緊張した空気の中でも自分の実力を発揮し、自信をもって答えられるようにするた
め、繰り返し学習していきたいと思います。そして、入試で後悔しないように取り組みをしていきたいです。
２つ目は、卒業までの時間を大切にすることです。
今学期は中学校生活で、最後の学期です。卒業したら、みんな別の高校へ進学し、なかなか会えなくなってしまうと思います。そのため、卒
業までの学校生活を大切にしていきたいと思いました。
今年も昨年と同じようにコロナの影響で、体育祭の規模は縮小され、音楽会や修学旅行もなくなってしまい、クラスや学年での思い出を作る
機会が減ってしまいました。楽しみしていた修学旅行については、出発の数週間前に中止が決まり、とても残念でした。そのような中でも２学
期に学年レクなどを通して、楽しむことができました。大縄跳びや綱引きなどは修学旅行などの行事に比べて小規模ではあったものの、記憶に
残る大切な思い出となりました。３学期でも、様々な行事がなくなってしまった分、普段の学校生活で思い出をたくさん作っていきたいと思い
ます。
この２つを抱負とし、中学校生活最後の３学期をより充実したものにしていきたいです。

