
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の学校教育目標はこうなっています。PTA

総会の時にもお話しましたが，ざっくり申しますと，

自立し，社会に貢献できる南中生を目指す！という

ことです。これは，本校生徒のやや物足りない「自

立」の面を強化ポイントとしながら，その上で持続

可能な社会の担い手づくりを目指す ESD の“Think 

Globally（地球規模で考える）“や“Act  Locally（足

元から行動する）”を取り入れたものです。後者は，

大仙教育メソッドで目指す「地域の活性化に寄与す

る子どもの育成」にもつながります。 

前置きが長くなりましたが，本校は今年も地域か

ら行動し，いろいろな形で「貢献」します。 

 

 

 

 

 心身のたくましさや粘り強さは「自立」に大きく

関係します。ということで，月に 1 度のパワーアッ

プタイムを始めました。今年は，若干距離を延ばし

ての実施です。 

ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした会話会話会話会話①①①①    TimeTimeTimeTime：：：：掃除掃除掃除掃除のののの時間時間時間時間    PlacePlacePlacePlace：：：：校長室校長室校長室校長室周辺周辺周辺周辺    

「今日，パワーアップやだ～，去年より 1周多いんですよ。」

（でも，1キロでしょ？）「疲れるんですよ。」（うちの子が 

小 1の時の校内マラソン大会，1キロでしたよ。）「････････････。。。。」 

ちちちちょっとしたょっとしたょっとしたょっとした会話会話会話会話②②②②    TimeTimeTimeTime：：：：終了後終了後終了後終了後            PlacePlacePlacePlace：：：：職員駐車場職員駐車場職員駐車場職員駐車場    

パワーアップ終了後，体育館の方から走って戻ってきた吹

奏楽部の女子 2人がこう話していました。「もうちょっと走り

たいね。」ひと汗かいて体が軽くなった感じなのでしょうか。

この爽快感を味わいたくて慎英先生も時々走っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャレンジデー（5／30）に合わせて行われた「親
水公園クリーンアップ」に全校生徒が参加し，地域
の環境整備に一役買いました。活動後に，全校生徒
がイワナの塩焼きをいただきました。 
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昨年度昨年度昨年度昨年度よりもよりもよりもよりも，，，，参加参加参加参加したしたしたした生徒生徒生徒生徒のののの一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命さがさがさがさが伝伝伝伝わってきまわってきまわってきまわってきま

したしたしたした。。。。そのそのそのその流流流流れをれをれをれを作作作作ったのがったのがったのがったのが，，，，最初最初最初最初にににに走走走走ったったったった女子女子女子女子のののの運動部以運動部以運動部以運動部以

外外外外のののの生徒生徒生徒生徒たちたちたちたち！！！！普段普段普段普段はあまりはあまりはあまりはあまり走走走走ってはいないとってはいないとってはいないとってはいないと思思思思うのですうのですうのですうのです

がががが，，，，「「「「仲良仲良仲良仲良くくくく横並横並横並横並びでびでびでびで走走走走る･･･る･･･る･･･る･･･」」」」ということはということはということはということは一切無一切無一切無一切無くくくく，，，，現時現時現時現時

点点点点でのでのでのでの自分自分自分自分ののののありったけをありったけをありったけをありったけを出出出出してしてしてして走走走走っていましたっていましたっていましたっていました。。。。高評価高評価高評価高評価！！！！    

校歌の 2 番の最初の歌詞「真昼峰

は雲吐きやまず･･･」に出てくる真

昼岳（1,059m）はどの山でしょう

か？意外に知られていないのです

が，正解は○印の所です。 

名前は，伝説の坂上田村麻呂が蝦

夷征伐の時，昼頃に山頂についたか

らとされています。（ホントかな？）

頂上は，笹に覆われていますが，建

物（神社）もあります。 

 

30 日の朝集会は,生活委員会，図書･学習委員会に
よる共催でした。（進行は報道委員長）まず，生活委
員会は朝の登校の様子についての VTR を映し，生徒
にあいさつが↓↓↓↓となっている現状を訴えました。生
徒自身に「これではいかん」と気付かせる手法は
Good でした。次に，基礎テスト（国語）のパーフェ
クト賞の表彰を，図書･学習委員会が担当しました。
即興のインタビューもあったのですが，総じて生徒
の「聞く・話す」力が UP している印象です。 

☆「おかげで本

当にきれいにな

りました。」（角

間川まちづくり

の会 藤田さん） 

☆「南中の子ど

もだぢなば，ホ

ントにえぐかへ

ぐな！」（黒田角

間川公館長） 

順位 氏名 記録 氏名 記　録
1 髙橋さん ３’１７ 中野さん ３’５６

2 伊藤さん ３’１９ 木村さん ３’５８

3 髙橋さん ３’２６ 粟津さん ４’０２

4 藤峯さん ３’２９ 石塚さん ４’０５

5 菅原さん ３’３０ 黒田さん ４’０８

6 伊藤さん ３’３４ 後藤さん ４’１２

7 照井さん ３’３６ 高橋さん ４’１５

8 粟津さん ３’３７ 佐藤さん ４’１６”３０

9 田口さん ３’４８ 佐々木さん ４’１６”９８

10 高橋さん ３’５３ 仲村さん ４’１８


