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２学期の成長～「創立４０年目にふさわしい学校」をめざして～
１２月２４日（金）２学期終業式を行いました。式でのあいさつ（一部抜粋）を紹介しながら、
生徒の２学期のがんばりを振り返り、３学期につなげてほしいと願っています。
２学期の登校日数８７日。始業式では、一人ひとりが「いのちを大切にする行動をとり」
、次のこと
に力を入れてほしいと話をしました。創立４０年目にふさわしい南中生として「授業を大切にする」
「先輩から受け継いだ『みそあじうまいよ』や皆さんが力を入れてきた『いごこちのよさ』を一層発
展させる」
「行事で成長する」の３つです。
まず、
「いのちを大切にする行動をする」ことについてです。
12 月に、山形県健康推進学校優秀校を受賞しました。これは、自分の命、他の人の命を大切にし
た、コロナ対策も含めた健康づくりの成果を認めていただき、健康づくりに一層励むよう贈られたも
のです。2 学期もマスクを着用し、手洗い・消毒・換気など登校から下校まで感染防止に努め、自分
を守り、全校生を思いやる行動や生活をしてきました。感染者は少なくなりましたが、変異株「オミ
クロン株」の広がりが心配されます。これからも「with コロナ」を意識して「新しい生活様式」で
行動をしなければなりません。
創立４０年目にふさわしい南中生として、
「授業を大切にする」ことについてです。
「課題設定・め
あて」
「基礎基本の定着」
「振り返り」を意識し教科の力を伸ばした人が多いです。２学期にいただい
た色紙を紹介します。毛利衛さんから「宇宙の素晴らしい地球人になろう」
、野口健さんから「山上に
なお 山上あり」です。広い視野に立ち、物事を深く考える大切さを教えていただきました。この言
葉をヒントに、自分のわからないことを自分で解決しようとする「自律」した学びを期待していま
す。
「先輩から受け継いだ『みそあじうまいよ』や皆さんが力を入れてきた『いごこちのよさ』を一層
発展させる」ことについてです。創立記念式典で「南中 PRIDE」について先輩の足跡を振り返り、皆
さんの取り組みが次の南中生につながることを確認しました。また、いごこちのよさについて考え行
動したからこそ、
“社会を明るくする運動”作文コンテストや小さな親切作文コンクールなど応募活動
でたくさんの入賞がありました。多様な考え方を受け入れながら、一人ひとりにとってもっといごこ
ちがよくなるために、一層考えていきましょう。
「行事で成長する」ことについてです。
運動会、創立 40 年記念式典、ラブリー長井、合唱コン
クール。コロナ対策をしながら、
「今できる」活動が多く
の人に感動を与え、皆さんにとって達成感を得るとともに
大きな自信になりました。行事を通して仲間や地域の方と
関わる力や協調する力、やり遂げる強い意志など、以前話
をした非認知能力が向上してきています。さらに、３年生
の力を借りて、地区新人大会や吹奏楽部の大会でも確かな
実績を残しました。
（以下、省略）
「ボランティアウィーク」空き缶回収の様子

今学期を振り返って、終業式で発表した２学年協議会長の浅野凜さんの作文を紹介します。一つ一
つの行事を通して、自分たちの姿と向き合いながら、一歩一歩成長してきた様子がよくわかります。
２学期を振り返って
２年 浅野

きょうしんりくりょく

凜

「協心戮力」
。２学年はこのスローガンをもとに、２学期も頑張
ってきました。たくさんの行事や取り組みを通して、集団として
の成長を感じたことが三つあります。
一つ目は、合唱コンクールです。今年挑戦した学年合唱「YEL
L」は、去年よりも難しく、時間が足りない状態でした。しかも、
集合しても私語が無くならない、指示が通らない、声が小さいな
ど、課題がありました。それでも、先生方にアドバイスを受けな
がらパートリーダーを中心に声掛けを続けました。すると、私た
ちの声を聞き、行動に移してくれる人が多くなり、本番では一番
いい合唱ができました。フォロワーの聞く力を高めることが団結力 UP に繋がったと感じました。
二つ目は、生徒会役員選挙です。来年の南中のリーダーは私たち２年生です。それを決める大事な選
挙。そこに、私を含めたくさんの仲間が立候補しました。自分と同じように、
「南中をもっと良くした
い」と思う人がたくさんいたことを心強く感じると同時に、ここでもフォロワーの聞く力が高まったと
思います。立候補者たちが教室や体育館で演説を行った時、真剣な態度で聞いてくれる仲間の姿と応援
の声がありました。学年一丸となって臨めた役員選挙だったと思います。
三つ目は、学年協議会の取り組みです。定期テストに向けた取り組みや、新人戦の前には、３年生か
ら引き継いだ取り組みを頑張ってきました。リーダーの声掛けが足りず伝わらないことや、声掛けをし
ても私たちが思うような結果に繋がらないことなど課題はたくさんありました。それでも学級委員一
人一人が、意見を出し合って試行錯誤し、２学期最後は「時間・授業・自己管理・掃除・返事」の五つ
を重点とした５Ｇの取り組みを行いました。学習に向かう姿勢を向上させることを目的としています。
学級委員だけでなく、学芸委員や生活委員にも協力してもらったこの活動で、多くの人が自分の成長や
クラスの成長を実感できました。
しかし、その陰で「学年のいごこちが悪い」と感じている人たちもいました。先生方からその話を聞
き、私は悲しい気持ちになりました。先日、自分たちのクラスについて見つめ直し、どんな行動や言葉
で関わり合っていくかを一人一人が考えました。それを基に今、学年協議会が中心となり、よりよい学
年にしていくための取り組み「５Ｇ＋」を考えています。３学期は２年生最大の行事、修学旅行があり
ます。そこで、集団としての力をＵＰさせ、より良い学年にしていきたいです。

ありがとうございます
株式会社四釜サッシセンター様より、図書カード（５万円分）をいただ
きました。書籍の購入にあたっては、図書委員
会に選定の協力をお願いしました。特別支援教
育に係る書籍も購入したいと考えています。
また、１２月１日（水）に長井市民文化会館
で行われたリモート講演会の講師 野口 健
氏（アルピニスト）の色紙を、長井商工会議所
青年部会研修部長の鈴木淳一様よりいただきま
した。ありがとうございました。
書籍の選定をする図書委員

野口氏からいただいた色紙

栄光の記録
◆第４２回 長井市民卓球大会
中学男子シングルス 第１位 青木 吉真

第２位 植木 未来

中学女子シングルス 第３位 亀井千有李

第３位 塩川 聖奈

◆第４０回全国中学生人権作文コンテスト置賜地区大会
奨励賞 １年 村山 星空 「自分の言葉で伝える大切さ」
◆第２７回日本管楽合奏コンテスト全国大会
中学校Ａ部門 優良賞

指揮者賞

須田 一成 教諭

◆第７１回 長井地区“社会を明るくする運動”作文コンテスト
優秀賞（西置賜地区最優秀賞） ２年 志釜 蘭星 「明るい社会にするために」
（西置賜地区優秀賞）

３年 佐藤 亜衣 「今、私にできること」

（西置賜地区努力賞）

２年 河井 優藍 「笑顔を増やしてくれる言葉」

奨励賞

３年 鈴木みどり 「私が大事にしたいもの」
３年 芳賀 凜夏 「あいさつを育む地域の力」

努力賞

１年 山内 朱莉 「理想のクラスを目指して」
２年 鈴木龍之介 「自殺について」
３年 菊地 風香 「地域の人とのつながり」

◆令和３年度「ポイ捨て禁止」
「地球温暖化」啓発ポスターコンクール
最優秀賞

３年 佐藤 千愛 『STOP ポイ捨て』

優秀賞

３年 吉田 百音 『STOP ポイ捨て』

佳

３年 青木真友子 『地球の未来を守ろう』

作

３年 土屋 由菜 『ポイ捨て禁止』

◆長井地区「小さな親切」実行章・作文コンクール
「小さな親切」実行章受章者
【団体】 生徒会企画会

ボランティア委員会

【個人】 １年 飯澤 蒼葉
３年 佐藤

釉

応援団

３年４組

剣道部

鈴木 遥汰
四釜 一樹

村山 七夕

川村 理未

作文コンクール
優秀賞

２年 新野 遥菜

３年 那須菜奈美

入 選

１年 渡部孝太郎

３年 吉田 百音

◆令和３年度置賜地区「いじめ防止」標語コンクール
優秀賞 １年 伊東 美優 「思いやり かばんにつめて いってきます！」
◆第３回東北中学生空手道選抜大会

女子個人形

第３位 竹屋 水葵

◆全日本アンサンブルコンテスト第 48 回置賜地区大会
金賞 打楽器三重奏 渡部 志音 酒井 花果 大滝凛々愛 （県大会出場）
金賞 金 管 六 重 奏

渡部 夏希 髙橋 莉音 長谷部寧々 青木 冬香
土谷 穂夏 安部 和花

銀賞 木 管 四 重 奏

志田 遥菜 大滝 優衣 梅津 愛生 本石

ジェシカ先生ありがとうございました
ALT（Assistant Language Teacher） のジェシカ先生の本校勤
務が、本日で最終日となりました。１月からは本務校である伊佐沢小学校
のみの勤務となります。今まで英語の授業をはじめ、弁論の指導などにも
熱心にあたっていただきました。どうもありがとうございました。

Thank you , Jessica !

環

長井南中学校「ボランティアウィーク」１２月１３日～１２月１７日
生徒会スローガン「Keep Up～いごこちを高め合える南
中へ～」のもと企画会やボランティア委員会を中心にボラン
ティア活動や募金活動を行いました。集まった募金は、１２
月２７日（月）に赤十字
の方が受け取りに来校
する予定です。ご協力
をいただきありがとう
歳末助け合い募金活動
ございました。
また、西置賜地区の各中学校生徒会と同時に行
ったペットボトルキャップの回収の様子を、リモ
ートで交流したことにより（写真左）
、一体感が高
小国中生徒会とのライブ配信による交流
まりました。

１月 3 日（月）～１月 9 日（日）の予定
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始業式 課題テスト ■ＡＬＴ
朝の会
8:20~ 8:30
朝清掃
8:35~ 8:50（制服）
整列・移動9:00（防寒着・椅子持参）
9:10~ 9:30 学 活
9:50~10:40
/ 始業式
テスト① 10:50~11:40 テスト② 11:55~12:45
給 食
12:45~13:35（50分間）
清掃なし
終 会
13:45~14:00

課題テスト 生徒会専門委員会
☆ＡＬＴ 安全点検
朝活動なし
朝の会
8:20~ 8:35 テスト③ 8:45~ 9:35
金 金
7 金 / テ テ テ 4 5 生 テスト④ 9:50~10:40 テスト⑤ 10:55~11:45
４校時
11:55~12:45 給 食
12:45~13:40
５校時
13:45~14:35 清 掃
14:40~14:55
終 会
15:05~15:35（全テプレテスト）
生徒会活動15:45~17:15(16:35)

・職員会議⑬14:20~15:40
・学年部会 15:50~16:40

〇 なし 14:10

/

14:10

・校内推薦員会 16:15~交流室

〇 18:00 16:45 18:15 18:15

米沢中央・九里学園推薦入試

8土
9日

本年中は、本校教育活動に対しまして、深いご理解と温かいご協力をいただき、厚く御礼申し上げ
ます。３学期もどうぞよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。
長井市立長井南中学校
職員一同

