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茂

一雨ごとに秋の深まりを感じる季節になりました。９月９日（土）に校内体育大会、９月１
７日（日）に学校祭が開催され、３年生を中心に各色や委員会等の組織が力を発揮して達成感
のある充実した行事になりました。保護者や地域の皆様方からの応援も大きな支えになりまし
た。心からお礼申し上げます。
１０月は中体連秋季新人大会・中間考査があり、３年生は学習会、２年生は１４歳の挑戦、
１年生は宿泊体験学習を控えています。一人一人が目標を持ち、実りある秋を過ごしてくれる
ことを期待しています。

校内体育大会

９月９日（土）

赤色・青色・黄色のハチマキが映える秋空の下、
「力戦奮闘」のテ
ーマを掲げて第４４回の校内体育大会を開催しました。開会式では校
長が「体育大会までの生徒達の活動」
「生徒会テーマの意味や大会へ
の心構えについて」を話しました。長谷川生徒会長の話の後、久保市
議会議員様、谷口ＰＴＡ会長様からもご挨拶をいただきました。どの
競技も生徒達の動きはとてもスピーディーでした。
午後は応援合戦からスタートしました。各色共に知恵を出し合って
創りあげた応援は、それぞれの色の思いが
込められたレベルの高い演技でした。その
後の大縄跳びと総力リレーも大いに盛り上
がりました。
各色の解団式では３年生が下級生にエー
ルを送り、南中の伝統を引き継ぎました。今年の大会は、生徒全員が
自分達の役割をよく把握しており、時間通りに進んだ体育大会でした。３年生のよい思い出がで
きました。

学校祭

９月１７日（日）
テーマは『良え顔 満才 南中祭』。ステージ上ではモザイク画が披露され、長谷川生徒会長
が『みんなが良（え）え顔の学校祭にしましょう』と挨拶をしてスタートしました。
午前中のアカデミックステージでは、①【少年の主張】宇佐美優
太さんが「差別のない世の中」を訴えました。②【英語スピーチコン
テスト】川口彩里さんが『日本の英語教育』についてスピーチしまし
た。③【２年生遠足発表】 勝山と金沢の魅力を調べ、勝山を良くす
るための提案をしました。その後「マイ・バラード」を合唱しまし
た。④【和太鼓の発表】大久保哲朗先生のご指導で２年生が総合Ａで
学習した成果を披露しました。⑤【１年遠足発表】福井の町づくりを学び、勝山の発展に向けて

５つのテーマで調査した結果を発表しました。⑥【３年修学旅行の発表】修学旅行で学んだこと
を発表しました。会場の人たちが楽しめるような工夫がされていました。
午後は、各委員会の活動が行われ、お化け屋敷やクイズコーナー、
ゲームコーナーなどの楽しい企画がありました。午後２時０５分のマ
イ・ステージでは、グループ毎に楽器の演奏、ダンス、踊りと歌、コ
ント、劇などが披露され、個性を発揮した楽しいステージになりまし
た。フィナーレは、ビデオで午前の活動を振り返り、各委員会で企画
した催しの結果発表と表彰が行われました。生徒の笑顔がいっぱいの
学校祭になりました。

ＰＴＡ教育講演会

９月２２日（金）
ＰＴＡ文化教養委員会主催の講演会が、大本山永平寺より浅山賢正
様と宮澤良明様をお招きして行なわれました。講師の先生より「共に
生きる」というテーマで親子を対象に「永平寺大本山での修行僧の生
活」「修行中に先輩から学んだこと」「今、生きているということ」
「日常生活の中での心掛け」について話がありました。お世話くださ
った文化教養委員会の皆様、ありがとうございました。

全校ボランティア

９月２８日（木）

本年度から全校ボランティア活動を秋に開催することになりまし
た。生徒会のユネスコ委員会が中心になり、勝山市役所・地域の方々
の支援を頂き、全校で地域の美化活動を行いました。２年生は河川付
近やグラウンドの美化活動を行いました。１年生と３年生は色別の班
毎に平泉寺の菩提林、旭公園、学校周辺道路の草取りとゴミ拾いをし
ました。この活動を通して地域への愛情と感謝の気持ちが高まること
を期待します。

学校保健委員会

８月３１日（木）

学校眼科医の小林先生をお招きして学校保健委員会を開催しました。これは福井県が取り組ん
でいる「目の健康プロジェクト事業」の一環です。
「南中生の目の健
康を守るために」という学校のテーマの下、保健委員会が１学期に行
ったアンケートから、本校の視力を全国や県と比較したデータや勉強
時間やテレビ・ゲームの視聴時間等を分析した結果を発表しました。
小林先生からは、「目が疲れること」
「目を休ませること」についての
話をありがとうございました。

壮行会

９月２７日（水）

奥越地区中学校の新人大会と県中駅伝大会に参加する選手の壮行会
を行いました。２年生がリーダーとなって初めての公式戦になりま
す。大会では南中魂で頑張ってほしいです。

奥越地区中学校駅伝競走大会

９月７日（木）

男子５１回・女子２８回の奥越地区中学校駅伝競走大会が奥越ふ
れあい公園陸上競技場付近の周回コースで行われました。男女共に小
雨の降る中、女子 A チームが優勝、男子 A チームも２位と健闘しま
した。男女共に１０月３日（火）に開催される県中学校駅伝競走大会
に出場します。チーム一丸となって成長できるよう応援しています。

奥越地区秋季新人大会の日程
【１０月１日（日）】
●剣道競技・相撲競技
会場：大野エキサイト広場
【１０月７日（土）】
●野球競技
会場：奥越ふれあい公園グラウンド
●サッカー競技
会場：勝山南部中学校グラウンド
●ソフトテニス競技 会場：奥越ふれあい公園テニスコート
●バドミントン競技 会場：ジオアリーナ
【１０月８日（日）】
●野球競技
会場：奥越ふれあい公園グラウンド
●バレーボール
会場：ジオアリーナ
●卓球競技
会場：大野エキサイト広場

１０月の行事予定
１日（日）

（主な行事）

奥越秋季新人大会（剣道・相撲）
三室祭り（三室小学校）
成器南小学校合同体育大会
２日（月） 衣替え移行期間 ～１０月６日
３日（火） 生徒朝礼 ３年学習会
４日（水）市長と中学生の懇談会 ３年学習会
ＰＴＡ役員会 実行委員会
５日（木） 言語王（秋の陣） ３年学習会
委員会（後期１回）
６日（金） 英語外部検定試験
７日（土） 奥越秋季大会
（野球・サッカー・テニス・バド）
８日（日） 奥越秋季大会
（卓球・野球・バレー）
９日（月） 奥越秋季大会予備日
１０日（火） ＜後期の委員会、係スタート＞
衣替え完全実施
１１日（水） １年 教育相談
２年 １４歳の挑戦
３年 高校説明会 学習会
１２日（木） １年 宿泊体験学習
２年 １４歳の挑戦
３年 教育相談 学習会

競技開始：９：００～
競技開始：９：００～
競技開始：９：００～
競技開始：９：００～
競技開始：９：００～
競技開始：９：００～
競技開始：９：００～
競技開始：９：１０～

１３日（金）

１年 宿泊体験学習
２年 １４歳の挑戦
３年 教育相談 学習会
１５日（日） 各地区の町民運動会
１６日（月） 地区生徒会
職員会議・いじめ防止対策委員会
１７日（火） 生徒朝礼 任命式 ３年学習会
１８日（水） 家庭地域学校協議会
３年学習会 ２年校外学習
１９日（木） ３年学習会
連Ｐ教育講演会（講師：中村氏）
２０日（金） 県中秋季新人大会
２１日（土） 県中秋季新人大会
２２日（日） 県中秋季新人大会
２３日（月） 部活動停止 ～２６日
２６日（木） 中間テスト
２７日（金） 中間テスト ３年学習会
１年校外学習
３年奥越明成高校説明会
２８日（土） JOC 陸上大会（横浜）
２９日（日） 市会長杯バドミントン大会
市ソフトテニス選手権大会
平泉寺町文化祭
３０日（月） 委員会
３年学習会
３１日（火） 生徒朝礼 ３年学習会

各種大会の結果

入賞おめでとうございます

★男子５１回・女子２８回奥越地区中学校駅伝競走大会の結果

期日：９月７日（木）

【団体の部】
優勝 女子Ａ 記録 ４５分２９秒（松井さん・飯野さん・松山さん・小林さん・黒田さん）
２位 男子 A チーム 記録 １時間２分４０秒
（松山さん・裏さん・三屋さん・小池さん・林さん・田鳥さん）
２位 女子 B チーム 記録 ５０分４４秒
（木田さん・堀さん・斎藤さん・内田さん・牧野さん）
２位 男子 B チーム 記録 １時間６分３８秒
（中野さん・長谷川さん・永井さん・小西さん・道関さん・三田村さん）
＜各区間の入賞者＞
１位 男子 A ５区 林 莉来さん
６区 田鳥創太さん
女子 A １区 松井美咲さん
４区 小林紗彩さん
５区 黒田さくらさん
男子 B ３区 永井一志さん
５区 道関悠仁さん
女子 B ４区 内田愛梨さん
２位 男子 A ３区 三屋力規さん
女子 A ２区 飯野美樹さん
３区 松山あゆみさん
男子 B ２区 長谷川颯汰さん ４区 小西哉汰さん
６区 三田村汰一さん
女子 B １区 木田恋菜さん
５区 牧野奈々美さん
３位 女子 B ２区 堀和佳奈さん
３区 斎藤ひまりさん
男子 B ２区 裏 拓也さん

★ギャレックス杯（県中学校対抗陸上選手権大会）
１位
２位
３位
４位
５位
６位
６位
６位
７位
７位

県大会へ
県大会へ

期日：９月１８日（月）

男子共通 ８００ｍ
田鳥創太さん
記録 ２分３秒５９
男子共通３０００ｍ
田鳥創太さん
記録 ９分８秒１１
男子１年 １００ｍ
小池真生さん
記録
１２秒２１
女子２年 ８００ｍ
黒田さくらさん 記録 ２分２７秒１１
女子共通１５００ｍ
黒田さくらさん 記録 ５分０３秒００
女子低４００ｍＲ（永井さん・飯野さん・小田さん・牧野さん）
男子１年 走幅跳び
小池竣也さん
記録 ４ｍ９８ｃｍ
女子低学年２００ｍ
飯野美樹さん
記録 ２８秒２３
男子共通 砲丸投げ
多田央希さん
記録 ９ｍ７９ｃｍ
女子２年 走幅跳び
小田日葉里さん 記録 ４ｍ４４ｃｍ

記録５６秒０６

★近視予防コンクール
【特選】
【入選】

＜標語の部＞
＜作文の部＞
＜標語の部＞

＜ポスターの部＞

１年
２年
３年
１年
２年
３年
１年
３年

★市内駅伝競走大会
＜区間賞＞

木田恋菜さん ２年 松浦楓奈さん
＜作文の部＞ ２年 飯野美樹さん
牧野奈々美さん 谷口優歌さん 松井美咲さん
廣瀬翼さん
松本征也さん 中川音色さん 松田夕佳さん 廣瀬弥羽さん 三屋光太郎さん
小林紗彩さん
古瀬紗佳さん 永井愛菜さん 堀和佳奈さん
伊藤巧真さん 斎藤優香さん 酒井くいなさん
永井大喜さん 松本征也さん ２年 南部水咲さん
川口彩里さん 早川理香子さん 福嶋葉月さん

期日：９月２４日（日）
７区

三屋力規さん

１０区

黒田さくらさん

１１区

田鳥創太さん

