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７月に入り暑さが一段と厳しくなり、梅雨の影響もあり蒸し暑い日が続いています。
学校では先日、
奥越地区中学校夏季総合競技大会が行われ、生徒達が練習の成果を発揮したり、

７月４日（火）
ユネスコ委員会が「ＪＲＣ登録式」を行いました。委員長の裏さん
がＪＲＣに登録する目的について説明し、全校生徒で誓いの言葉を唱
和しました。ＪＲＣの活動は、赤十字社の国籍や人種を問わず傷つい
た人や困っている人を救う活動が基本にあります。南中生もＪＲＣに
登録することにより、「人のためになる活動」や「地域を良くする活
動」に関わっていくことになります。赤十字社の精神に基づき、自分
で何ができるかを考え、人のため、地域のために自ら行動できる生徒
になりましょう。

仲間を応援したりして、
３年生にとっては思い出に残る大会になりました。
また、
７月１３日（木）
の保護者会では、授業の様子を参観していただき、担任との情報交換を通して学校生活への理解
を深めていただけたことと思います。
いよいよ２１日から長い夏休みに入ります。生徒にとっては自分の生活を振り返りかえる機会
でもあります。規則正しい生活を心がけて有意義な夏休みにしてほしいと思っています。

１学期保護者会

７月１３日（木）
１学期の保護者会を開催しました。１限目の授業参観では、１年生は木谷先生の理科、嶋田先
生とジョスリン先生の英語、勝矢先生の音楽、２年生は坂東先生と孫
野先生の体育、多田先生の理科、３年生は前田先生と大久保先生の英
語、大草先生の社会、安居先生の数学、アカシヤ学級では、髙瀬先生
が英語の授業を行いました。その後の学年懇談会では、１学期の授業
や生活、行事等を振り返って話をさせていただきました。また、夏休
みの生活や２学期の学年行事への協力もお願いしました。生活指導担
当からは、ネットトラブルの未然防止に向けて配布した「知ってほし
い５つのこと」を、身近な話題を提供しながら説明させていただきました。

ＰＴＡの挨拶運動

６月２６日（月）～７月６日（木）
ＰＴＡ地区委員会主催の挨拶運動が６月２６日（月）から７月６日
（木）までの９日間行われました。今年は、各学年に３日間担当してい
ただきました。この間、述べ約１３０名もの方が参加してくださり、あ
りがとうございました。生徒と挨拶を交わすことで、南中生の様子を見
ていただき、お子さんと会話をする機会になったのではないかと思い
ます。保護者の皆様のご協力を今後ともよろしくお願いします。

第２回ＰＴＡ実行委員会

６月２８日（火）
２回実行委員会を開催しました。谷口会長と校長が挨拶、山根副会
長が議事を進行しました。これまでに行われたＰＴＡソフトバレーボ
ール大会やＰＴＡ１学年給食試食会の成果や課題が述べられました。
他にも「ＰＴＡの挨拶運動」「広報１３４号」
「座禅体験」「地域プロ
ジェクト」
「資源回収」
「半日奉仕作業」の進捗状況について報告があ
りました。

歯磨き指導終了
６月２６日（月）～７月１２日（水）
７月１２日（水）に全校生徒の歯磨き指導が終了しました。給食の
後、クラスごとに調理室で歯磨きを行い、汚れがピンク色になる試薬
を使って染め出しをしました。生徒達は、北内養護教諭の指導を受
け、合格を目指して頑張っていました。歯の汚れを落とすことは虫歯
の予防になり、丈夫な歯を永く維持していくことにもなります。

次世代育成セミナー

７月５日（水）
ふくい女性財団のセミナーを開催しました。このセミナーは、職場体験学習の事前学習として
２年生で行いました。最初に女性財団の木下さん・東野さんから、ジ
ェンダーにとらわれない職場や職業、少子高齢化時代の職業観につい
て教わりました。その後、講師の先生方より「その仕事を目指した理
由」「大切にしていること」「今やってほしいこと」等についてお話を
お伺いしました。ご協力いただいた講師の先生方、ありがとうござい
ました。

「消費生活のトラブル」出前授業

７月５日（水）
家庭科の「身近な消費生活と環境」で、市消費者センターの斎藤さ
んを講師にお招きして、
「契約と消費者生活のトラブル」の授業を実
施しました。生徒達は、実際に起きているトラブルの当事者となり、
その対応について考えました。トラブルに対して友達の考えを聞き、
ロールプレイングを通して業者や消費者の心理状態を理解することが
でき、貴重な体験ができました。

木下さんのお別れコンサート

６月３０日（金）
教育実習生の木下さんが音楽科の勝矢先生と、昼休みに「お別れコ
ンサート」を開催しました。多目的ホールには大勢の生徒が集まり、二
人のピアノとフルートの音色に聴き入っていました。

体育館トイレ完成

７月１３日（木）
体育館のトイレ洋式化の工事が終わり、本日から使用できるよう
になりました。社会体育関係者の皆さんには長期に渡りご不便をお
かけしていました。使用の際には、トイレの環境維持にもご協力を
お願いします。

ラジオ体操への参加

～地域の一員として参加しよう～

夏休みのラジオ体操への参加について、地域の一員としての自覚を持って参加
していきましょう。朝、体を目覚めさせ、暑い夏を元気に乗り切るために、また、
生活のリズムを整えるために是非参加しましょう。保護者や地域の皆様方のご協
力をよろしくお願いします。

夏休みの主な予定
７月２１日（金） 県中夏季総合競技大会
～２３日（日）
２３日（日）中部日本吹奏楽県予選会
２５日（火） ３年学習会
２６日（水） ＰＴＡ文化教養委員会
２７日（木） 市中学校自然観察会
大野高校体験入学
２８日（金） ３年学習会
３０日（日） 全日吹奏楽県予選会
３１日（月） ３年学習会
８月 １日（火） 北信越大会 ～４日
２日（水） ３年学習会
３日（木） 陸上練習 16:00～
４日（金） 勝山高校体験入学
陸上練習 16:00～
５日（土） ふくい理数グランプリ
６日（日） 資源回収・奉仕作業
８日（火） 三中合同陸上練習 9:00～
９日（水） 奥越明成高校体験入学
陸上練習 16:00～
１０日（木） 陸上練習 16:00～

８月１７日（木） ３年学習会
陸上練習 16:00～
１８日（金） ３年学習会
陸上練習 16:00～
サマーコンサート
２０日（日） ふくい理数グランプリ
２１日（月） １・２年登校日
陸上練習 16:00～
２２日（火） 奥越陸上競技大会
２３日（水） ３年学習会
１４歳の挑戦事前訪問
２４日（木） ３年確認テスト
１４歳の挑戦事前訪問
２５日（金） ３年確認テスト
１４歳の挑戦事前訪問
小中連携モザイク画制作
２８日（月） 職員会議
いじめ防止対策委員会
１４歳の挑戦事前訪問
２９日（火） ３年登校日

各種大会の結果

入賞おめでとうございます

★第５５回県中夏季総合競技大会（水泳・陸上）
＜水泳競技＞
期日７月１５日（土）１６日（日） 会場＝県営プール
３位
女子団体
２位
４００ｍメドレーリレー
記録 ５分３２秒１６
（永井美鈴さん・西川千晶さん 青山ふうさん 和田さちさん）
２位
４００ｍリレー
記録 ５分０５秒９７
（和田さちさん 永井美鈴さん 西川千晶さん 青山ふうさん）
２位
男子１５００ｍ
藤田睦樹さん
記録 １９分３７秒０４
＜陸上競技＞
期日７月１５日（土）１６日（日） 会場＝県営陸上競技場
２位 １年１００ｍ
小池真生さん
記録 １２秒６１
２位 １・２年女子走幅跳
小田日葉里さん 記録 ４ｍ５８ｃｍ
３位 女子共通１５００ｍ
黒田さくらさん 記録 ４分５６秒１６
３位 １年１５００ｍ
小池竣也さん
記録 ４分４２秒６５
★奥越地区中学校夏季総合競技大会
期日 ７月２日（日）８日（土）９日（日）
会場＝奥越各中学校・ジオアリーナ・大野エキサイト広場
【団体の部】
優勝
男子バドミントン
女子バドミントン
女子ソフトテニス
２位
男子バレーボール
剣道
【個人の部】
＜バドミントン競技＞
１位 総合男子Ｓ 井上翔太さん
１位 総合男子Ｗ 木田悠斗さん・中村舜さん
１位 １・２年男子Ｓ 三田村汰一さん １位 １・２年女子Ｓ 斎藤優那さん
２位 総合女子Ｓ 大林美空さん

２位 総合男子Ｗ 中野文哉さん・南茂斗羽さん

２位 総合男子Ｓ 井上誠也さん

２位 １・２年男子Ｓ 三屋隆誠さん

３位 総合女子Ｓ 斎藤ひなたさん ３位 総合男子Ｓ 長谷川颯汰さん
３位 総合男子Ｗ

幸河優輝さん・伊藤巧真さん

３位 総合女子Ｗ 吉岡優香さん・堀和佳奈さん
３位 総合男子Ｗ 三觜悠斗さん・宮川昂也さん
３位 総合女子Ｗ 斎藤ひまりさん・國吉穂乃叶さん
３位 １・２年男子Ｓ 裏拓也さん
＜剣道競技＞
２位
２年男子の部
平田晃司さん
２位
１年個人の部
山口眞弥さん
＜相撲競技＞
１位 中・重量級の部
多田央希さん
２位 女子個人の部
永井愛菜さん（オープン競技）

