
 

 

 

 

 

 

１学期の成長～意識と行動～ 

８月７日（金）に１学期終業式を行いました。登校日が昨年度より１８日少ない５４日間でした。

新型コロナウイルス感染症やこれからの見通しがはっきりしないことへの不安や悩みを抱えなが

らも、「今自分にできることをしっかり行う」という姿勢で取り組んできました。１学期力を入れて

きた３つのことを話しました。１つ目は、かけがえのない命を守ること。２つ目は、授業や家庭学

習を大切にして基礎基本を身に付けたこと。３つ目は、思いやりの心をもって友達に接し、「居心地

のよい社会・学校」にしたこと。キーワードは、「意識」と「行動」です。意識し行動することでさ

らに成長します。終業式での生徒代表の挨拶を紹介します。 

１学期を振り返って 

          ３年  佐藤 未空   

 今年度はコロナウイルスの影響で、例年よりも遅いスタートとなりました。生活様式も変わり、

慣れないことばかりでしたが、そんな中でも様々な成長を感じることができました。 

 １つ目は、学年全体が落ち着いて生活できたことです。学校再開後、久

しぶりに会えた友だちとたくさん話したい気持ちもありましたが、感染症

予防のための新しいルール「３Ｋマテ」を意識し、いつもよりも静かに、

そして落ち着いて過ごすことができました。 

 ２つ目は、部活動に積極的に取り組めたことです。今年度は３年生にと

って最大の目標であった中体連大会が中止となり、なかなか気持ちを切り替えることができませ

んでした。しかし、私たち３年生には、大きな仕事が残されていました。それは、私たち３年生

の思いを、１・２年生に引き継ぐことです。部活動再開直後に各部で目標を再設定し、引退を迎

える日まで毎日の練習を必死に頑張りました。部活動を通して、３年間、仲間と共に一生懸命努

力したことは、私たちの大きな誇りです。 

 ３つ目は、学年全体の学習意欲が向上したことです。今年は受験生として、毎日の授業に真剣

に取り組むことができるようになりました。また、学年協議会が行った自学ノート紹介などを通

して、普段の家庭学習の内容を充実させることもできました。「受験は団体戦」ということを忘

れずに、これからも仲間と互いに高め合いながら、進路目標の実現に向けて努力していきます。 

 この１学期の成長を踏まえて、２学期はさらに良い学年・学校にするために、１日１日を大切

にしながら生活したいです。また、３年生としての自覚を強く持って、学習に励んでいきます。 

 

感染防止対策を行い有意義な夏季休業に 

８月８日（土）から８月１９日（水）まで夏季休業になります。新型コロナ

ウイルス感染防止対策に努め、３者面談で話し合ったことをもとに目標を立て

て計画的に過ごし、健康で安全で有意義な夏季休業にしてください。 

 

 
令和２年 

８月７日（金） 

第１２号 

長井市立 

長井南中学校 

学校便り 

 



部活動まとめの会を実施 

 ７月３１日（金）「部活動まとめの会」を実施しました。今年度は新型コロナウイルス感染症予

防のため、３年生にとって集大成であり活躍の舞台である中体連地区大会、吹奏楽コンクールが

中止となりました。３年生のがんばりをお互いに称え、次のステージでの活躍を祈念する企画で

す。３年生の保護者の皆様、参観していただきありがとうございました。 

３年生部長代表のあいさつを紹介します。 

部長代表のあいさつ 

男子ソフトテニス部 部長 ３年 渡部 裕大 

今日は部活動まとめの会を設けて頂きありがとうございます。

僕達３年生は、最後の地区総体に向け、各部の目標を達成するた

めに、日々の練習に励んできました。しかし、６月に悲しいニュ

ースが入ってきました。それは中体連県大会・地区総体とも中止

というものでした。僕はこのニュースを聞いた時、頭が真っ白に

なりました。その時はショックが大きすぎて何も考えることがで

きませんでした。たくさんの想いがこみ上げてきました。「今ま

での頑張りは何だったのか？」「中体連がないのなら、もう引退

なのか？」「ほかにも大会はあるのか？」たくさんの不安で頭が

いっぱいになりました。自分ではもうどうすることもできません

でした。これまで学んできたこと、経験してきたことを発揮する

場がない。悔しくて悔しくてたまりませんでした。しかし、中体

連中止という悲しいニュースは、どうあがいても変えることので

きない事実です。だからこそ、嘆くのではなく、今の状況で出来

ることをやっていこうと考えました。皿洗い・洗濯などの手伝

い、トレーニング・走り込みなど、小さなことでも必ず自分の

力になると信じて、１つ１つを精一杯行いました。 

 僕達にとっての最後の大会はなくなりましたが、これまでが

んばってきたことは決して無駄ではなかったと思います。１・

２年生はこれから大会やコンクールなどがあります。あのプレ

ーをしていたら勝てたかもしれない。あそこで決めていれば勝

てたのに。あの場面で失敗しなければ…なんていう後悔は絶対にしないで下さい。その大会・

コンクールは、自分の人生で１回しかありません。だから、自分の全てを出し切って下さい。

それでも目標がかなわないのならば、まだまだ頑張りが必要です。人生１度きりです、絶対に

後悔しないで下さい。 

 ３年生の皆さんは、焦らず、小さなことから積み重ねていくことが、夢や目標を達成するため

の道だと思います。大きなことをやり遂げるための道は、小さなことをひたすら重ねることから

始まります。そして、その積み重ねは自分の自信になります。これからも勉強もトレーニングも

地道に頑張っていきましょう。そして、これまで僕達３年生を熱心に指導して下さった先生方、

厳しい指導も僕達のことを思ってのことだったと心から感謝しています。そして最後に、保護者

の皆さん３年間、大会などの送迎や辛いときに支えて下さり本当にありがとうございました。 
 

代表あいさつ 

スライドを見る様子 

応援団長のエール 



部活動まとめの会 ～２年生の感想～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南中ギャラリー③ ～部活動まとめの会～ 

◆ ２年１組 奥山 柊さん ◆ 

 まとめの会で、各部の３年生は最後の大会ができなかった分、この会でやりたかったこと、

日頃の感謝を伝えているのを見て、やっぱり先輩はカッコイイな、と思いました。私は特に、

男子テニス部部長の代表の言葉にとても感動し、勇気をもらいました。３年生のビデオを見て

いるときは１人１人が汗を流し、本当に３年間頑張ってきたんだなあと思いました。３年生が

試合できなかった分、部活動は違いますが、期待にこたえられるように、これからもっと頑張

っていこうと思いました。 

◆ ２年２組 梅津 光雅さん ◆ 

 部活動まとめの会を終えて、僕が感じたことは３年生が最後にパフォーマンスをできてよか

ったなと思ったことです。新型コロナウイルスの影響で中体連がなくなり目標を失ってしまっ

た３年生。しかし最後にこのような機会があり、本当に良かったと思います。３年生代表の渡

部裕大さんの言葉も大会がなくなって悔しいという思いが伝わってきました。しかし次は２年

生の番です。３年生の期待に応えられるように練習などにしっかり取り組み、しっかりと３年

生の分まで結果を出したいです。最後に今までアドバイスなどをくれた３年生。本当にお疲れ

さまでした。 

 

柔道部 野球部 卓球部 

吹奏楽部 ソフトボール部 男子バスケットボール部 

 

 

 

生徒会企画会の髙山琉唯さんと横山佳凛さんが中心となり美術科須田一成教諭の指導のも

と、生徒会スローガン「つなぐ～心でつながる南中生～」の看板を作成し、生徒昇降口前に掲

げました。生徒会活動や教育活動を通して全校生の心がつながり、更に成長してほしいです。 



栄光の記録② 

☆ 置賜地区中学選手権卓球大会 

  中学男子シングルス    第２位 佐原 羽春 

  中学女子シングルス    第１位 髙橋 穂佳  第２位 青木 もも 

☆ 第３３回西置賜地区陸上競技選手権大会 

  男子中学１年１００ｍ   第２位 歌丸 裕斗 

  男子中学２・３年１００ｍ 第３位 中川 来喜 

  男子中学１年８００ｍ   第１位 小関 知弥  第３位 鈴木 羚羅 

  男子中学２・３年８００ｍ 第１位 今  莉玖 

  男子中学１１０ｍＨ    第２位 河井 武玄 

  男子中学走幅跳      第２位 土屋龍之介  第３位 中川 来喜 

  女子中学１年８００ｍ   第２位 大瀧 悠里  第３位 志釜 蘭星 

  女子中学２・３年８００ｍ 第３位 小関 莉乃 

  女子中学１５００ｍ    第３位 志釜 蘭星 

  女子中学１００ｍＨ    第３位 髙山 琉唯 

 

ありがとうございます！ 

 公益財団法人日本教育公務員弘済会山形支部様より、透明マ

スクを１０個いただきました。感染症防止に役立てていきます。 

また、平野郵便局様より「かもめ～る」１人１枚をいただきま

した。ハガキによる心の交流を味わってほしいものです。 

８月１７日（月）～ ８月２３日（日）の予定 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「スクール・カウンセラーだより」、「夏季休業中の過ごし方について」を配付しましたので、 

ご覧ください。 

透明マスク かもめ～る 

朝 1 2 3 4 5 6 1便 2便

17 月

18 火

19 水
職員会議　8:45~10:15
職員研修10:45~12:15

運動会役員会13:00~16:00可

20 木
朝
清
掃

行
火
6

テ テ テ /

普通日課
朝の会 8:20~8:30
朝清掃 8:35~8:50
整列・移動 8:53
始業式 9:05~9:40
学級活動 9:50~10:40
３校時（国テ）10:50~11:40

４校時（数テ）11:55~12:45
給食・休憩12:45~13:40
５校時（社テ）13:45~14:35
終の会14:45~15:00
部活動・組役員活動（３年）
15:10~17:10

◎ 17:10 15:15 17:20 17:20

21 金

テ
ス
ト
勉
強

テ テ
金
4

月
5

総 総

普通日課
朝の会・テスト勉強~8:40
１校時（理テ） 8:50~ 9:40
２校時（英テ） 9:55~10:45
給食12:45~13:40
清掃15:40~15:55
終会16:05~16:20

◎ 18:30 16:30 18:45 18:45

22 土

23 日

月 日
授　　　業

校　内　行　事 校外行事・分掌・学年等の行事
スクールバス 完全

下校
給食

部 活
終 了

閉庁日 ８月１１日～８月１８日まで閉庁日で職員が不在となるため、学校は開きません。

本日まで夏季休業


