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「謝々」
校 長 伊知地 豊

今年も残すところあと一週間となりました。令和３年は、みなさんにとってどん 最終下校時刻 ５：１０
な年だったでしょうか？今年も昨年に引き続き、新型コロナの猛威は収まらず、振 （予定は変更されることもあります。必ず

り返れば、大阪は、緊急事態措置を実施すべき区域に約半年 学級での毎日の連絡を確認してください。）

もの期間（１月初旬から２月下旬、４月下旬から６月下旬、
８月初旬から９月末）指定され続けることとなりました。 ６日(木) 諸費振替日

その間、学校では、感染症対策を講じるとともに、学校行事の ７日(金) 始業式

中止や延期等、生徒や教職員の安全に配慮しながら、教育活動 １１日(火) 給食開始日

を進めてまいりました。保護者の皆様には、PCR検査の実施や 実力テスト(３年のみ)

その結果報告について、適切にご対応頂くとともに、学校へ １３日(木) チャレンジテスト

ご協力頂き、大変感謝いたしております。変異株感染の報道も （１・２年）

あり、まだまだ予断を許さない状況かと存じますが、引き続き本校教育活動に、ご １４日(金) まるごと公開授業

理解・ご協力を宜しくお願い致します。 *保護者の参観はありません

さて、先日校内を巡回していると、３年生の廊下に、漢字を掲示しているクラス １７日(月) 防災ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ（１年）

がありました。よく見ると、今年と来年を表す漢字一文字を表したプリントでした。 １９日(水) テスト一週間前(３年)

今年を表す漢字は、「苦」「耐」「勉」「忙」「辛」「努」など、受験生らしい漢字が並 ２１日(金) 私立出願

んでいました。『最高に楽しかった。』『最も頑張った』などの理由で「楽」「最」も ２６日(水)～２８日(金)3年学年末テスト

ありました。また、来年を表す漢字では、「挑」「幸」「新」「初」「叶」「華」「進」「揮」 ２９日(土) ＰＴＡ花植え(10:00～)

など、受験や高校生活を意識した漢字が並んでいました。それらの漢字の中で、目 和歌山県入試

が留まった漢字がありました。それは、「謝」という漢字でした。
その漢字を選んだ理由として、その漢字を書いた生徒は
「体育大会や修学旅行など、難しい状況の中でできて感謝の
気持ちでいっぱいでした。」と、書いていました。コロナ禍で、 ３日(木)・４日(金)

実施できた行事だからこそ、感じることができた感謝の気持ちな 公立特別選抜懇談

のかもしれません。もう少し顔を近づけると謝の横に小さな字で ６日(日) 奈良入試

「々」という字が書かれていました。 ７日(月) 諸費振替日(２ヶ月分)

「謝々」（シェイシェイ）と書いているのです。「ありがとう」なるほど、と思いました。 ８日(火) 助産師さん講話(２年)

そういえば、邦楽のロックバンドの曲に、「謝々」という曲があったと思い、歌詞をみると、 １０日(木)・１１日(金)「祝日」

「この部屋からついに旅立っていくんです いつでも優しい君に謝々！！」 私立高校入試

とありました。３年生の生徒らしいメッセージかもしれません。掲示されていた漢字に、 １４日(月) 公立特別選抜出願

生徒一人ひとりの感性が光っています。あらためて生徒の柔軟な思考に驚かされました。 １５日(火) テスト一週間前(1.２年)

２０２１年も間もなく終わりとなりますが、２０２２年も南中学校の生徒が、さらに 公立特別選抜出願〆切
成長できる１年となるよう取組んでまいります。 １７日(木)・１８日(金)

今年も１年ありがとうございました。 公立特別選抜入試

来年も皆さんにとって良い年でありますように… ２２日(火)～2５日(金)
＊裏面にも、「税の作文,書道」の表彰と「令和３年度 大阪狭山市立 １・２年学年末テスト

南中学校 部活動に係る活動方針」についてを記載しています。 公立一般選抜懇談
２８日(月) 公立特別選抜発表

保護者向け冬季休業中の新型コロナ感染症にかかる対応について
■「冬季休業中の新型コロナウイルス感染症にかかる学校への連絡について」 カウンセラーさん

・児童生徒や同居の家族の新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合や、濃厚接触者に特 １月の来校日

定された場合、またＰＣＲ検査を受検することになった場合は、必ず速やかに学校（８：３０～１７：００）

までご連絡ください。なお、年末年始期間については下記のとおりといたしますので、よろしくお願いします。 １月１１日(火) 午前・午後
判明日 連絡方法 １８日(火) 午前・午後

令和３年１２月２９日（水）～令和４年１月３日（月） 令和４年１月４日（火）に学校へ ２５日(火) 午前・午後

≪部活動の記録≫ ≪防火ポスター≫ ≪大阪府学生科学賞≫

○卓球部 優秀賞 １年 川上はる
市長杯争奪秋季大会 ３年 川本彩楓 １年 合田信志
２年生の部Ｂリーグ 第二位 辰巳優真 ３年 山岡 初 １年 蔵所小暖
１年生の部 第三位 宮繁乙矢 ３年 關口蒼葉

○バドミントン部 ３年 新谷将也
南河内地区学年別大会 ２年 矢本涼大
２年女子シングルス 準優勝 芝本実玖 １年 津田梨花

女子ダブルス 第三位 河合真優 ・小林愛來 １年 苫広千福
井上梨央奈・芝本実玖 １年 上辻りお ≪ 禁煙推進ポスター

1年女子シングルス 準優勝 稲川舞華 １年 末永寛晃 コンクール ≫
第三位 川瀬夏海,寺田ひより 優秀賞 ３年 新谷将也

☆ 南中ホームページもご覧下さい。 ｈｔｔｐ：／／ｍｉｎａｍｉ－ｊｈ.ｏｓａｋａｓａｙａｍａ．ｅｄ.ｊｐ／

２ 月 の 主 な 行 事

めざす生徒像『仲間と共に成長する生徒・豊かな心でたくましい生徒』



《税についての作文 入選者》
学年 氏名 題名 賞名

３年 山本 若芭 「生活の中の幸せ」 納税貯蓄組合大阪府総連合会会長賞

３年 東浦 優果 「税金に、感謝の想いをのせて」 富田林税務署長賞

３年 伊東 龍星 「ドイツの子育て支援から学ぶ」 大阪狭山市長賞

３年 上辻 れあ 「税金と人権」 南河内納税貯蓄組合連合会会長賞

《税についての書道 入選者》
学年 氏名 賞名

３年 山田 芽依 富田林税務署 署長賞

３年 城山 さら 富田林税務署 署長賞

３年 竹本 あきな 南河内納税貯蓄組合連合会 会長賞

３年 荒木 陽莉 南河内納税貯蓄組合連合会 会長賞

３年 川上 陽名 南河内納税貯蓄組合連合会 会長賞

３年 重藤 かえで 南河内納税貯蓄組合連合会 会長賞

３年 吾妻 陽希 公益社団法人富田林納税協会 会長賞

３年 山口 あい 公益社団法人富田林納税協会 会長賞

３年 新谷 将也 公益社団法人富田林納税協会 会長賞

３年 辻 愛実花 公益社団法人富田林納税協会 会長賞

３年 池田 帆花 公益社団法人富田林納税協会 会長賞

令和３年度 大阪狭山市立南中学校 部活動に係る活動方針
令和３年１１月１５日

１．部活動の目的

部活動は、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、単に、知識・技術・競技力を向上させるだけでなく、

多様な活動・経験を通して、人間的な成長をめざすことを目的とする。

２．運営について

（１）年間の活動計画並びに毎月の活動計画を作成し、計画的な活動を行うとともに、保護者にも提示し理解と協力を求める。

（２）部活動顧問は複数で担当する等、過度の負担が生じないようにする。

３．休養日及び活動時間の設定について

（１）休養日は週２日以上設定する。

（２）週当たり平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日のうち少なくとも１日を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、

休養日を他の日に振り替える。

（３）１日の活動時間は、平日では最長２時間程度、学校の休業日は最長３時間程度と

し、できるだけ短時間で合理的かつ効率的な活動を行う。

（４）学校の休業日に練習試合等で３時間以上の活動となる場合は、生徒の健康管理に十分配慮して休憩時間を適切に設定し無理のない

よう活動するとともに、その後に休養日を設けるなど学校生活に支障のないように配慮する。

４．指導について

（１）部活動の指導に当たって、いかなる理由があっても体罰は決して許されるものではない。また、威圧的な言動等による指導によっ

て、生徒の自尊感情を傷つけたり自発性を損なったりすることの無いよう考慮して指導に当たる。

（２）適切な指導方法、コミュニケーションの充実等により、生徒の意欲や自主的、自発的な活動を促す。

（３）生徒の心身の健康管理（熱中症の防止、スポ―ツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防止（活

動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等）を徹底する。

５．その他

（１）無理のない安全な活動メニューを心掛け、自主的に行うことを基本とする。

（２）大会参加や練習試合等については、日程等を十分に考慮し、生徒・教員にとって過度な負担とならないようにする。


