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１０月の俳句 十月のひと日ひと日の重みかな
鈴木えり子

前期が終了し、今週から後期に入りました。先週はさわやかな気候が続いていましたが、今
週は日中は暑く、夏に戻ったようでした。体調管理には気をつけたいものです。
前期の終業式では、生徒の皆さんには、具体的な振り返りの方法として“Good, Bad, Next”
（よかったところ、よくなかったところ、そしてこれからどうするのか）の Next を大切にして
ほしいと話しました。各学年の代表の生徒の皆さんからはより具体的な発表がありましたので
紹介します。

前期の反省とこれからの抱負 １年２組 鈴木 優彩
私は入学するときに、不安なことがいくつかありました。
１つ目は、部活動と勉強の両立ができるかです。中学校に入って５０分授業になり、帰り

も遅くなりました。そこから宿題と授業の予習と復習で時間を上手に使えず、勉強に追われ
る日々でした。しかし、毎日勉強をすると、時間の使い方がわかるようになり、予習もしっ
かりできたので、授業についていくことができました。部活動では、初めはどういう感じか
わからなくて戸惑いがありましたが、先輩方がやさしく話しかけてくださったおかげで、と
ても楽しい部活動が送れています。
２つ目は友達関係です。他の小学校の友だちとも一緒になる中学校で、新しい友達と仲良

くなれるか心配でした。しかし、西小、東小の友達は初対面の私に、やさしく話しかけてく
れ、一気に不安が消えました。そして今では、クラスの友達はもちろん、違うクラスの友達
とも楽しく会話をしています。私たちの学年は、初めは人見知りをして、あいさつや会話が
少なかったけれど、今では、元気なあいさつができ、笑顔が絶えなくなりました。また、次
の授業の準備をしてから休み時間を過ごしたり、２分前着席をできる生徒が増えてきました。
入学当時は叱られてばかりでしたが、今では自分たちで行動できるようになりました。私た
ち１年生は、先輩方や先生方に支えられて、充実した日々を送ることができています。
後期は、さらに部活動に真剣に取り組み、技術を向上させたいです。そして家に帰ってか

ら、２時間、しっかりと自分の役にたつ勉強をします。そして中学校に入学して仲良くなっ
た友達、小学校からの友達とともに、休み時間の活動や夕顔祭をとおして、絆を深めていき
たいです。また、授業中や部活動では自分の意見をきちんと述べるだけでなく、友達の意見
も聞き、よい考えをみんなで生み出し、問題を解決したりします。

前期を振り返って ２年１組 藤沼 竜輝
私たち２年生は、進級して先輩という立場になりました。学校生活や部活動などで後輩と

いっしょに活動するようになり、先輩だけでなく後輩とのコミュニケーションも増えました。
特に部活動では、後輩に礼儀や技術などを教えたり、ともに活動したりする中で、自分た

ちはどうなのか、本当にできているのかと、振り返る場面がたくさんありました。つい偉そ
うにしてしまって、ふと自分もきちんとやらなければと思うことがありました。私たちを先
輩として慕ってくれる大切な後輩です。やさしく、そして自分の背中を見せられるように接
していきたいと思います。３年生が引退した今は特にそう思います。後輩に恥ずかしくない
先輩として、これからも積極的に部活動に励もうと思います。私たちの先輩方のように、後
輩思いのよい先輩になりたいと思います。
次に生活面について振り返ります。２年生はちょうど中学校生活の折り返し地点にいます。

２年生の皆さん、授業中、１年生の時よりも先生や周囲に迷惑をかけてしまうことがありま
せんか。気が緩んでいませんか。１年生は何もかもが新鮮で、緊張感のなかでの学校生活は
けじめがあります。３年生は、最高学年としての自覚や、進路選択の時期でもあるため、や
はりけじめがあります。しかし、２年生にはそういったものものがなく、気の緩みがでてし
まいがちです。だからこそ失敗してしまうのですが、それではいけません。これからの半年、
後期は、夕顔祭やスキー宿泊学習、立志式と、２年生としても大切な行事があります。これ
らの行事を成功させたいという気持ちと、それに向かってしっかりと活動していかなければ
という気持ちが湧いてきています。だから、これからは自分も含め、みんなで落ち着いて、
けじめのある行動をして行きましょう。 以下略

学校だより



前期を振り返って ３年１組 笠倉 直樹
前期の生活をふりかえり、僕たちの学年

では反省点がありました。１つ目は相手の
気持ちを尊重する心が足りなかったという
ことです。２つ目はいろいろな場面で積極
的に行動できなかったことです。そのため、
後期ではこれらの点について成長できるよ
う目標を立てました。１つ目は「相手を尊
重する心を育てる」です。思いやりの気持
ちをもって人に接することや、元気なあい
さつをすること、礼儀正しく行動すること
はとても大切なことです。これらは、僕た
ちが社会に通用する大人になっていくため
にも、そして後輩の見本となるためにも、
これからもしっかりと学んでいかなければ
と思ったからです。２つ目は「積極的に行

動する心を育てる」です。失敗を恐れず、よいと思ったらどんどん行動していくことで、自
分にも自信がつくし、この先、待ち受けているさまざまな困難にも立ち向かっていく強さが
身に付けられると思ったからです。実際に反省だけでなく、前期の大きな行事である修学旅
行や体育祭では、昨年に比べると、自分たちで考え行動できた場面もありました。この２つ
の心が成長することで、僕たちの学年もさらによくなっていくと思います。
後期は、先ほど言った目標を僕自身も守り、心を成長させていきたいです。さらにみんな

が協力し、助け合える雰囲気を作っていけるようにしたいです。１人ではできないことも、
たくさんの仲間や友達がいれば、きっと成し遂げられることができるし、その時の喜びも倍
になり、学年全体の絆も深まると思います。３年生の大きな目標である受験もみんなで乗り
越えていきたいです。そして、夕顔祭での合唱や卒業式を成功させ、最後の南河中生活で有
終の美を飾れるよう頑張っていきたいです。

１ 夕顔祭 合唱コンクールの練習が始まりました。

１０月２８日（土）夕顔祭の午前中に合唱コンクールが行われます。各学級で音楽室や多目
的ホールを利用した練習が始まりました。このあとどのように成長していくのか楽しみです。
保護者の皆様も当日の発表を楽しみにしていてください。

学級 曲 名 指揮者 伴奏者 実行委員 ◎実行委員長
○副委員長、学年代表

１－１ Let's Search For Tomorrow 富永 真緒 高橋 大空 永吉 颯 川井 望緒

１－２ この星に生まれて 瀬戸川 明 杉田 恵都 ○髙田 萌花 高橋 歓多

２－１ キミのもとへ… 藤沼 竜輝 山本 雅 小口 蓮 ○舘野 花梨

２－２ 生きている証 小川 徳斗 直井 彩音 上野 元希 鵤 ましろ

２－３ ＨＥＩＷＡの鐘 田口 姫楽 落合 将士 川俣 綾 森下 彩那

３－１ 証 落合 果 藤沼 実来 中原 万維 ◎髙山 結衣

３－２ あなたへ 大森 暁海 内木 睦 ○伊沢 梨那 石嶋 応光
～旅立ちに寄せるメッセージ～



２ 平成２９年度生徒会役員選挙結果
第５６期度生徒会役員には、左の６名が決

生徒会長 ２－３ 鈴木 孝佳 まりました。人数の関係で残念ながら役員に
なれなかった生徒もいますが、誰もが、より

生徒会副会長 ２－２ 直井 彩音 よい南河内中学校にするために、そして人の
ために働こうとしている点がすばらしいです。

〃 １－２ 五月女 千夏 リーダーとしての働きと、リーダーを支え
るフォロワーとしての全生徒の協力があって

生徒会広報 ２－１ 渡邊 陽奈 こそ、生徒会が機能していくと思います。
さっそくは夕顔祭の成功にむけて、そして

生徒会会計 ２－２ 小川 徳斗 ３年生の卒業と次年度の準備へとよろしくお
願いします。

生徒会書記 １－２ 齋藤 千紘

３ 平成２９年度後期生徒会専門委員長と後期学級委員長・副委員長

後期生徒会専門委員長 後期学級委員長・副委員長

学年学級委員長 ３－２ 須田 楽斗 学級 学級委員長 学級副委員長

保健委員長 ３－１ 藤沼 実来 １－１ 坂入 峯鳳 石島 和奏

広報委員長 ３－２ 内木 睦 １－２ 鈴木 優彩 田口 直輝

図書委員長 ３－２ 竹内 琉稀 ２－１ 松枝 紅愛 五月女 大悟

福祉委員長 ３－１ 稲葉 萌花 ２－２ 板子 幸太 鵤 ましろ

給食委員長 ３－２ 塚原 佳成子 ２－３ 川俣 綾 湯浅 さや

生活委員長 ３－２ 舘野 彪馬 ３－１ 関 日真里 神戸 省吾

３－２ 須田 楽斗 黒川 璃子

新生徒会役員同様、それぞれ専門委員会の代表、学級のリーダーとしての活躍を期待します。
なお任命は１０月１８日（水）の生徒会朝会で行います。

４ 美術部 グリムの森フェステバルで童話の紙芝居を発表

９月３０日（土）、下野市下古山のグリムの館で行われたグリムの森フェステバルで、本校の
美術部の皆さんがグリム童話賞の受賞作品を紙芝居で発表するイベントに参加しました。２年
前から、本校の美術部の皆さんは連続で、グリム童話賞の作品や本校独自に作成したオリジナ
ルの童話作品を発表しています。下野市の学校音楽祭と開催日が重なったのは残念でしたが、
天候にも恵まれ、多くの観衆の前で堂々と発表することができ喝采を浴びました。



５ Ｓ＆Ｕコラボ事業 研究授業 ６ ３年生英語科補習

１０月４日（水）、Ｓ＆Ｕ（下野市と宇都 先週の１０月５日（木）から、３年生対
宮大学）コラボ事業として、宇都宮大学の松 象の英語科の補習が始まりました。放課後
本敏先生をお招きし、授業研究会を行いまし にもかかわらず２０名を越える３年生が、
た。２年２組の保健体育科の授業で「緊急時 真剣な態度で学習していました。日によっ
の応急処置」の題材です。応急処置のしかた ては３０名を超える希望もあるとのこと
を教わるのではなく、いろいろなケースを設 で、３年生の英語の力が向上することを期
定しどのように対処すればよいのかを考える 待します。
授業でした。 ３年生全体として、
放課後の授業研究会では、松本先生より、 進路への関心が高まっ

生徒について、「生徒全員が活動に参加して ています。放課後の学
いる。男女の仲が非常によい。自分で考え、 習室の開放も行ってい
説明しようとしている点がすばらしい。」と ますので、積極的に活
お褒めの言葉をいただきました。また、教員 用するようにしてくだ
は、本来の学力として、未知の課題について さい。
対応する能力をどう育てていくかという講話
をいただき、貴重な研修となりました。

７ １１月の予定

２日（木）～１０日（金）
教育相談

１３日（月）防犯教室
１６日（木）後期中間テスト１日目
１７日（金）後期中間テスト２日目
２５日（土）授業参観・保護者会
２７日（月）振替休日
２８日（火）租税教室
３０日（木）学校保健給食委員会




