
 

 

 

 

 

                   

秋休みでリセットできたのでしょうか？後期 

始業式に臨んだ生徒の表情は違っていました。 

式での代表生徒 3名の発表を紹介します。 

○ 「後期がんばりたいことの一つ目は自主的な発表だ。先輩方の積極的な発表

の姿から刺激を受けた。クラス以外でも積極的に手を挙げ発表したい。二つ

目は部活動。自分で考えて練習に取組み，成長した姿を見せることが 3 年生

への恩返しだと思う。後期は，たとえまちがったとしても自分で考えたことなので，恥ずかしがらず堂々と

行動したい。『積極性』という言葉を目標にしたい。」（1 年佐藤） 

○ 「学習では，提出物をきちんと期限まで出すことは継続しながら，苦手意識のある教科をなくすために進ん

で授業に取組み，自学もコツコツ行いたい。部活動では，試合の展開を考え，自分の力をもっと出せるよう

にしたい。また，3 年生から引き継いだ委員会では責任感をもって努力したい。」（2 年橋本） 

○ 「前期がんばることができたのは，吹奏楽と勉強の両立。特に，吹奏楽では一緒に頑張ってくれた仲間や応

援してくださった保護者のみなさんや先生に感謝したい。後期は，志望校に入れるように分からない問題を

先生に聞きにいくなどして点数を上げたい。この学年の仲間と過ごすのもあとわずか。全員で最高の思い出

をつくれるようにする。」（3 年古谷）                   

 

 

 

 

 

 

 

＜校内マラソン・駅伝大会＞  10 月 5 日（木）     南中東側周回コース 

◇マラソン男子の部    ◇マラソン女子の部    ◆駅伝の部（チーム順）◆駅伝の部（総合） 

 

 

 

 

 

◇マラソン総合     ◆◇駅伝・マラソン総合の部 

 

 

 

＜美郷町中学校新人駅伝大会＞  10 月 11 日（水）    美郷町特設周回コース 

 

 

 

 

 

文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
文武不岐 文武不岐文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐  
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐  
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐  
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐文武不岐 文武不岐 文
武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文
武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文
武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文
武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文
武不岐 文武不岐文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐  文
武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文

平 成平 成平 成平 成 ２ ９２ ９２ ９２ ９ 年 度年 度年 度年 度    

学校報学校報学校報学校報 10101010 月号月号月号月号③③③③    

大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立    

大 曲大 曲大 曲大 曲 南南南南 中 学 校中 学 校中 学 校中 学 校 

       

1位 高橋選手（3年） 

2位 粟津選手（3年） 

3位 鎌田選手（1年） 

4位 佐々木選手（3年） 

5位 鎌田選手（2年） 

6位 粟津選手（1年） 

1位 佐藤選手（3年） 

2位 高橋選手（1年） 

3位 高橋選手（3年） 

4位 吉川選手（3年） 

5位 打川選手（2年） 

6位 佐藤選手（1年） 

1位 3年（117点） 

2位 1年（64点） 

3位 2年（29点） 

1位 2年 Aチーム 

2位 1年 Aチーム 

3位 1年 Bチーム 

4位 3年 Bチーム 

5位 3年 Aチーム 

6位 2年 Bチーム 

1位 1年（110点） 

2位 2年（90点） 

3位 3年（70点） 

総合 1位 3年（187点） 

総合 2位 1年（174点） 

総合 3位 2年（119点） 

【男子】 

1区：髙橋選手 

2区：伊藤選手 

3区：髙橋選手 

4区：菅原選手 

5区：照井選手 

6区：藤峯選手 

【女子】 

1区：後藤選手 

2区：木村選手 

3区：黒田選手 

4区：粟津選手 

5区：佐々木選手 

＊＊＊＊長距離走長距離走長距離走長距離走でででではははは，精神的なスタミナ，精神的なスタミナ，精神的なスタミナ，精神的なスタミナ

も養われます。南中の課題の「たくも養われます。南中の課題の「たくも養われます。南中の課題の「たくも養われます。南中の課題の「たく

ましさ」ましさ」ましさ」ましさ」のののの UPUPUPUP にも効果ありです。にも効果ありです。にも効果ありです。にも効果ありです。

走れ！南中！（写真は，稽古後にさ走れ！南中！（写真は，稽古後にさ走れ！南中！（写真は，稽古後にさ走れ！南中！（写真は，稽古後にさ

らにランニングをする剣道部らにランニングをする剣道部らにランニングをする剣道部らにランニングをする剣道部員員員員））））    


