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「健体康心」 

養護教諭 池田 紗和子 

先日行われた、学年行事や南颯祭。新型コロナウイルス感染症対策のための活動制限がある中でも、生徒た

ちの元気な笑顔をたくさん見ることができました。また、日々、生徒たちがすすんで手洗いをする、マスクを

着ける姿が当たり前になっていることにいつも感心しています。引き続き、家庭や地域でのご指導もよろしく

お願いします。 

 しかし、残念なことに未だに、世界中が新型コロナウイルスの脅威にさらされ、感染予防を考えながらの生

活は続いています。正直、この生活を「苦しいな…」「面倒だな…」と思う人がいて当然だと思います。これか

らは、感染予防はもちろんですが、心の健康にも目を向ける必要があるな…と日々感じています。 

みなさんの心の状況はどうですか？心のモヤモヤから目を背け続けると、不安が強くなったり、人を攻撃する

ようなことを言ったり、身体にも影響が出てきてしまいます。そうならないためにも、心のモヤモヤを文字に

してみたり、友人や家族と話をしてモヤモヤをデトックスする時間を作ってみてください。モヤモヤを溜め込

まないことも大切な自己管理だと思います。 

先日の修学旅行で訪れた、奈良 薬師寺での講話で「健康」についてのお話をききました。「健康」とは、

「体が健やか」で「心も康らか」な状態を表す「健体康心」という四字熟語からきているそうです。（恥ずかし

ながら、初めて知りました。）「健康」な状態とは人それぞれです。2020年の残り 2か月も引き続き、それぞ

れの身体と心が「健康」な状態で過ごしていかれることを願います。 

 

 

                  ～１０月に行われた学年行事や学校での取組をご紹介します～ 

 ☆ 南颯祭について 

 今年度の南颯祭当日の保護者や地域の方々の参観・見学はご遠慮いただきました。ご理解とご協力ありがとう

ございました。生徒の活動のようすや作品を少しでもご覧いただければと考え、南颯祭での映像の一部を 3 年生

は１１月の個人面談の期間、１・２年生は学級懇談会において放映いたします。 

また、展示見学の一部を１１月４日（水）～１０日（火）の期間に別所コミュニティハウスにおいて展示してお

ります。ぜひ、ご覧いただきたく、お願い申しあげます。 

 また、１１月６日（金）は３年生の個人面談、１・２年生の学級懇談会を予定しています。懇談会の前後は別

【横浜市立南が丘中学校 学校教育目標】 

     ○ 知性豊かで、国際社会で活躍できる生徒を育成します。 【知】【開】 

     ○ 心豊かで、地域社会に貢献できる生徒を育成します。  【徳】【公】 

     ○ 人間性豊かで、たくましい生徒を育成します。     【体】 
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所コミュニティハウスが大変混雑することが予想されます。別所コミュニティハウスは土・日曜日も開館してお

りますので可能な限り混雑が予想される時間帯を避けてご見学くださいますよう、お願い申しあげます。ご理解

とご協力をお願いいたします。 

☆ 前期終業式・後期始業式について 

10/9（金）６校時、校内放送にて前期終業式、後期

始業式を行いました。４月６日に入学式、４月７日に

着任式・前期始業式を行い、その後、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため臨時休校となり、６月より学

校が再開しこの日を迎えました。   

    

 ☆ ３年 修学旅行について 

 10 月 11 日(日)～13日(火)に 3 年生は奈良・京都へ修学旅行に行ってきました。6月実施予定だったものが

コロナの影響で延期となり、また、感染症対策のため、いろいろな活動を変更しなければならず、ようやくたど

り着いた修学旅行でした。直前の台風にはヒヤヒヤしましたが、現地はとても良い天気でした。旅行客もまだ完

全には戻っていない状態なので、いつもは混み合う観光地もゆったりと見学することができました。マスク着用

や検温など、例年の修学旅行にはないことをこなしながらでしたが、ご家庭の協力と、現地で受け入れてくれた

様々な方々の丁寧な対応のおかげで、体調不良者も出さず、無事に実施できてよかったと思います。 
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 ☆ １年 遠足について 

 １３日（火）に鎌倉へ校外学習に行ってきました。良い天気の中、北鎌倉・鎌倉・由比ガ浜コースに分かれて

班別行動を行いました。海や山など自然を楽しみつつ、時間や決まりを守ることができました。それぞれ観光地

のコロナ対策や鎌倉文化の特色を学び、班新聞にまとめることができました。 

   

 ☆ 後期 委員認証式について 

２１日（水）、後期委嘱式を校内テレビ放送で行いました。後期新たな組織となったのは、学級委員会、保健美

化委員会、福祉委員会、選挙管理委員会の４つです。10 月は様々な行事があったので本格的なスタートは 11

月からになるかと思います。委員になったみなさん、よろしくお願いします。 

   

 ☆ ３年進路説明会について 

21 日（水）3年生の保護者の方を対象に第２回進路説明会を行いました。 

今回は、主に、公立高校の受検と私立高校の受験の特徴と志願から合否までの概要等お伝えいたしました。併

せて、進路選択にあたり各ご家庭での丁寧なご検討とお子様の心と体の健康に、よりお気を付けいただきたいこ

とをお願いいたしました。 

進路選択にお悩みがあれば、ともに考えてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

   

 

 

○ スクールカウンセラーの予定（相談室直通電話：℡７３１－５０３２） 

   １１月６日（金）、１３日（金）、１９日（木）、２７日（金）勤務予定です。相談ご希望の方は、担任または生

徒指導専任（増尾）までご連絡ください。（本校℡711-1101） 

お知らせ 
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○ １１月 ・ １２月 の主な予定（変更になる場合があります） 

11 月 2 日（月） 1 年心臓検診 19 日（木） 体操着販売 

4 日（水）～10 日（火） 
3 年個人面談 25 日（水） 生徒会本部役員選挙告示 

南総祭展示（別所コミハ） 30 日（月）～ 生徒会役員選挙運動開始 

6 日（金） 

1 年自然教室積立説明会 12 月 4 日（金）～ 
3 年個人面談 

学級懇談会 10 日（木） 

2 年学級懇談会 16 日（水） 生徒会本部役員選挙リハーサル 

11 日（水） 評議会 17 日（木） 生徒会本部役員選挙 

12 日（木） １年音楽鑑賞会 18 日（金） 生徒会本部役員選挙結果公示 

13 日（金） 教科相談 24 日（木） 大掃除 

16 日（月） 
3 年後期中間テスト 25 日（金） 全校集会 

教科相談 27 日（日）～ 
冬季休業 

17 日（火）・18 日（水） 後期中間テスト 1 月 5 日（火） 

19 日（木）・20 日（金） 2 年自然教室 6 日（水） 全校集会 

 

 

 

                  ～ここでは部活動の試合・発表の予定や結果などをご紹介します～ 

野球部   10/3（土）区秋季大会交流戦 vs 藤の木 21-4 5 回コールド 

10/18（日）K-1 大会１回戦 vs 日野南 0-10 3 回コールド 

11/21（土）如月杯（１年生大会）１回戦 vs 宮田 

12/5（土）横浜杯１回戦 vs森 

陸上競技部  10/11（日）横浜市秋季大会 男子 800ｍ 曾我優介 2.13.57（８位） 

女子走高跳 菊池彩文 1ｍ35（５位） 

10/24（土）25（日）横浜市駅伝大会  男子（曽我-大塚-峰尾-景山-秋本-塩沢）1.13.19（37 位） 

                           女子（大塚-井口-田中-須藤-堤）51.09（37 位） 

サッカー部  南区新人戦 

 １回戦 vs 関東学院 4-0  準決勝 vs 蒔田 4-0  決勝 vs 六ツ川と南の勝者 

ソフトボール部 横浜市新人女子ソフトボール大会 2 回戦 vs 岡津 0-33 

水泳部   プールの片づけをしています。冬のトレーニングを始めていきます。 

ソフトテニス部 ＜男子＞ 横浜市選手権大会（個人戦） 笠原・内藤ペア vs 旭北 0-3  伴野・大塚ペア vs 森 0-3 

             南・保土ケ谷 1 年生大会（団体戦） 優勝 

＜女子＞ 横浜市選手権大会（個人戦） 中川・信ペア vs 深谷 3-2 県大会出場 

     10/31（土）県大会（個人戦） 

バドミントン部 10/11（日）横浜市中学校バドミントン秋季団体戦 女子団体戦ベスト８ 

バレーボール部 10/25（日）新人戦研修会横浜地区大会 vs 境木中 0-2 

剣道部  11 月 8 日（日）級審査  11 月 21 日（土）南区大会 

吹奏楽部  ３年生が南颯祭をもって仮引退をしました。おつかれさま。今後は１、２年生で頑張っていきましょう。 

家庭部 南颯祭をもって３年生が引退しました。今後も、１、２年生で素敵な作品を作っていきます。 

将棋部  コロナ禍の中、冬の大会は中止となり、来年の大会に向け、力をつけていこうと頑張っています。 

美術部 先月の南颯祭での作品展示を楽しんでいただけたら、何よりです。 

 

部活動の一幕 


