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「来年こそ」！！
校長室横の廊下を「さむっ」、「おお さむう」と大きな声で叫びながら生徒が走ってい
きます。その後、「はよ 来なー 始めるでー」と先生の大きな声がします。そして、半そ
で半パン姿の元気な生徒たちが、「いち に さん し」という大きなかけ声でラジオ体操
を始めます。
「今日は長距離走！」、「えーっ」と言いながらも準備して、「ガンバレー、ガンバレー」
「あと 何周や」と元気一杯の応援をしています。そんな生徒たちに元気をもらいます。
さて、いよいよ一年の締めくくりの月に入りました。あっという間に師走が来たように
思います。この一年を振り返ると、「８月豪雨」が強く心に残ります。河川の氾濫により校
区内が甚大な被害を受けました。被害にあわれた方々のご努力や、多くの人の励ましやボラ
ンティアで少しずつ元の生活を取り戻されつつあります。しかし、元の家に住めず校区外か
ら通っている生徒もいます。被害の爪あとはまだまだ残っています。
この２年、福知山は本当に大きな事故や自然災害が続きました。来年は干支で「未」の年
です。どうか平穏な年であってほしいと願っております。そして、３年生は義務教育最終の
学期を迎えます。それぞれの進路実現を願って、南陵中学校教職員は応援します。
【校長 塩見芳彦】

１２月行事予定
日／曜

行

事

３日（水） 校内授業研修（５時間授業）
２年３組は６校時まで
４日（木） ３年生食育学習 (ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ
日新中、荒木昌代先生)
５日（金） ３年生食育学習
６日（土） 福知山市オープンバスケットボール交流大会（男子）
７日（日） 府新人バスケットボール大会（女子）
１０日（水） 三者懇談

〜１５日（月）

1･2年部活参加者完全下校15:20

給食費集金
１１日（木） 家族だんらんの日
あいさつ運動 登校指導
１４日(日)

日／曜

行

事

１５日（月） 三者懇談最終日
１７日（水） 生徒会立会演説会・選挙
１８日(木)

給食終了

１９日（金） 推薦生徒・保護者説明会（３年）
弁当
２２日（月） 学校集金・旅行積立集金

弁当

２３日（火） 天皇誕生日
２４日（月） ２学期終業式 安全点検
生徒会認証式・引継式
２８日(日)
〜
１/４(日)

学校を閉じる日

食育授業の
写真

府新人バスケットボール大会（男子）

福知山市オープンバスケットボール交流大会（女子)
府中学校秋季選抜剣道大会

仲間を尊敬し､進路を尊重しあう時です。
夢は逃げない! 逃げるのは自分だ！
いよいよ師走に入り、世間のあわただしさも風の冷たさも肌身に染みるようになりました。
12月10日（水）からは、三者懇談をお世話になります。３年生はいよいよ受験校の決定となりま
す。元気や勇気がわき出る懇談の場となればと考えています。とは、言っても進路を決めるとな
ると、迷うこともあるでしょう。不安も大きいでしょう。焦り(あせり)、苛立ち(いらだち)が先
だつ時期かも知れません。おそらく３年生の多くがこういった気持ちを持っていると思います。
こういう時期だからこそ、仲間と共に、目標の実現に向けて突き進んでいきたいものです。受験
は団体戦、この言葉を体感するのが今なのです。
１．２年生は､受験はまだまだ先という感覚かもしれませんが、３年生の中には、１．２年生の
時にもっと頑張っておけば良かったという声も聞かれます。
三者懇談では、お子様の成長点を認め、次へのステップに向け激励する場になればと思います。
どうかよろしくお願いします。

甘えて伸びるか、苦しい時こそ、基本の繰り返しです。
「どうせ今からやったって…」とか、
「どうせ無理やし…」と言ったマイナス的な考えに左右さ
れることもあります。こういった時こそ、原点に立ち返る心が必要だと思います。例えば、基本
的生活習慣がどうなっているのか、見直すことが大切です。受験意識が過剰になりすぎて、甘え
が先行したり、親も子どもに気を遣いすぎてしまったり、義務教育の最終ラウンドを前にして人
格形成に向けての大切なことがおろそかになっていないか振り返りたいと
ころです。心を鍛えることが、結局進路実現につながったり、高校に入学
してからの生活に充実感を与えることになります。そう、ゴールは高校合
格だけではないのです。みなさんの人生を切り拓く力を身に付けるのが今
なのです。

福知山成美高校学力奨学生判定模試
衆議院議員選挙（南陵中会場）

昼食の準備をお願いします 12月10日（水）〜15日（月）は、三者懇談を実施するため給食は
ありません。１・2年生で部活動をする場合は、昼食の準備をお願
いします。また、18日（木）で２学期の給食が終了します。19日（金）
22日(月)は、全学年昼食の準備をお願いします。24日（火）につい
ては、部活動のある生徒も昼食なしで下校します。
なお、いずれの日も学校でのパン販売を行います。

１月の主な行事予定
８日（木）３学期始業式 午前中授業
部活動のある生徒は弁当持参
９日（金）朝読書開始 １．２年弁当
あいさつ運動・登校指導
３年進路相談(３年午前授業)
１０日（土）京都共栄学園高校判定試験
１１日（日）家族だんらんの日
１２日（月）成人の日
１３日（火）給食開始 給食費集金
１５日（木）市一斉防災訓練

第24回インディアカゲーム大会
南陵中ＰＴＡは４チームが参加しました。惜し
くも優勝はできませんでしたが、それでも和気あ
いあいと楽しくプレーすることができました。団
結力では優勝できました？？？
お世話になりありがとうございました。

１６日（金）漢字検定
１７日（土）数学検定
福知山カップバレーボール大会

１８日（日）南陵中学校入学説明会
舞鶴高専特別選抜入試
１９日（月) 試験前部活動停止
21・22・23日 (水〜金) ３年学年末試験
22・23日 (木・金) １・２年中間試験
２１日（水）中丹支援学校高等部入試
２３日（金）英語検定
２５日（日）市合唱祭（ＰＴＡ参加）

市ＰＴＡ
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文化の秋

南陵中生徒が大活躍！

第５０回福知山市立学校（園）美術展
＜絵画の部入選＞
優秀賞 １年 八代雄太 ２年 德田健人
（１年） 池田綺華 上原隆雅 谷口和樹 小阪亮佑 中嶋宝良 保理江真眸 大槻菜佑
中山晃成 工原愛美 小西萌絵 長尾英祐
（２年） 奥田千友合 小林千織 柴田太郎 山之上智紀 濱本花蓮 秋田美夏湖
久保田一真 服部光一郎 堀菜那子 足立晶 加藤琉維 高松優安
島本美宇 田中仁捺 土田温香 山中珠暉
（３年） 曽根由梨佳 田中茜音 長尾達希 北園優奈 久德梓 近藤沙映 山邊絵梨伊
芦田実里 富樫里湖 服部爽良 荒川歩美 眞継和歌乃 丸尾瑠美 岡本美波
片岡佑太 谷口里帆子 西原伊緒那 森有彩

京都府中学校研究会

数学科研究大会

＜毛筆書写の部入選＞
（１年） 由里杏涼 濱本碧 八代雄太 阪上桃香 小長谷天乃 高橋航平 髙見沢真菜
渕上葵 蘆田龍世 小阪亮佑 谷口美依奈 堀凪沙 岸本彩希 黒岩菜奈
中塚彩友 山邊悠雅 長尾英祐 中島蓮太 吉岡茉那海 西田愛美
（２年） 山本彩夏 小畑智哉 小林千織 澤田凜花 吉田千尋 辨官真佑 曽根和孟
北村美佐紀 上原汰一 久保田一真 服部光一郎 堀菜那子 中嶋夏摘
加藤琉維 北村明日香 林田来夢 石井一弥 渋山愛由 德田健人 山下琴音
（３年） 平尾勇太 長尾達希 白山麻海 三森葵 綱真之介 山邊絵梨伊 渡邊大嗣
小阪優衣 近藤沙映 芦田実里 梅澤果音 林綾香 和田せな 松下里帆
松田紗唯菜 伊藤羽菜 居合祐之亮 奥村玲王 谷口里帆子 森有彩

南陵ブロック「ノーテレビデー」の実施について

福知山市中学生英語スピーチコンテスト

厚生会館で行われた学校音楽祭には、吹奏楽部が参
加しました。「ディズニースペクタキュラー」、「君に出
会えたから」の二曲を演奏しました。ステージと会場
とが一体感のあるすばらしい音楽祭でした。

１１月１１日（火）に市民会館で、スピーチコンテストが開催されました。各学年の出場者は以下
の通りです。惜しくもグランプリは逃しましたが、３名とも素晴らしいスピーチを披露しました。

１年４組
２年１組
３年４組

第６４回

松井 絵里
奥田千友合
芦田 京平

『My
『My
『My

Self-Introduction』自己紹介
Favorite Thing』 私の好きなこと
Dream』 私の夢

「社会を明るくする運動」京都府作文コンテスト

京都保護観察所長賞

堀

凪沙（１年）「社会を明るくする運動」

平成２６年度人権作文コンテスト京都大会
ＮＨＫ京都放送局賞・福知山協議会長賞
福知山協議会長賞

第１０回

田中 和(３年)「障害者について」
吉田愛理(３年)「戦争について」

南陵ブロック（福知山幼稚園・昭和幼稚園・惇明小学校・昭和小学校・南陵中学校）では、
毎月11日の「家族だんらんの日」を「ノーテレビデー」として、取り組んでいます。テレビ等
の視聴時間については、子どもたち一人一人、違いが見られますが、学年が上がるごとに長く
なる傾向が見られます。携帯電話やスマートフォンの使用頻度も高くなり、脳への影響など、
健康面においても心配されます。その結果、家での学習時間が短くなったり、家族でふれ合う
時間も減ったりしているのではないかと思います。
子どもたちの健やかな成長を助け、さらに家族の絆を深めるためにも、テレビ等の視聴時間
について、家族で話し合っていただければ幸いです。

第４５回 学校音楽祭１１／１３

南陵あいさつ標語づくりで優秀作品に選ばれた７作品
○ありがとう 言った数だけ 幸せに
○「おはよう」と 挨拶するのが 南陵の自慢
○ごめんなさい けんかのあとの あいことば
○ごめんなさい 勇気を出して 仲直り
○いただきます いつもみんなに 感謝して
○あいさつは 地域を結ぶ 花になる
○こんにちは まずはいつでも 自分から

宮垣
吉岡
浅野
小林
森本
北園
寺内

準優勝

第５５回両丹中学校ソフトテニス新人大会
男子団体
女子団体

３位
３位

個人
個人

準優勝
準優勝

石井一弥(２年)・吉岡孝章(２年)
小長谷るな（２年）・岡本紗依(２年)

第１回中丹中学校秋季選抜剣道大会

男子個人

準優勝

田畑蓮(２年)

咲月
茉那海
愛結
千織
さくら
優奈
琢深

中丹西保健所から4名のゲストティーチャーを招き、タ
バコの害について学びました。
体験授業では、味覚チェック・ＣＯ計測・ニコチンな
どの薬瓶の展示などを､見たりさわったりと4カ所のブー
スを回りながら学びました。

田中茜音(３年)

第２３回福知山ライオンズカップ中学生サッカー大会

１年
１年
１年
２年
２年
３年
３年

体験型喫煙防止教室 11/21

全国こども絵画選抜展

朝来市教育委員会賞

１１／１９

京都府中学校の数学科の研究大会を南陵中学校で開催しました。京都府全体から１１１名の参
加がありました。京都府の数学科では「基礎・基本の習得と活用的な学習の在り方」を研究テー
マに掲げ、効果的な学習について取り組んでいます。また、同２０日（木）は､福知山市の国語科
教育の研究会を行いました。
南陵中学校の学力については､またまだ課題も多くありますが、三者懇談等を活用して、家庭学
習の充実を図るなど、より連携を深められればと考えています。

京都府中学校駅伝競走大会

男子13位

女子22位

11月９日（日）宮津マリーンピアで、京都府中学校駅伝競走大会
が行われました。悪天候の中ではありましたが、選手は懸命にタス
キをつなぎました。男子は１３位、女子は２２位と惜しくも近畿大
会出場を逃しました。みんなよく頑張りました。

