
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「礼に始まり、礼に終わる」 

副校長  大西 利幸  

 緊急事態宣言を受け、８月２７日から３１日まで臨時休業となったため、９月１日から新たな学校生活のスタートと

なりました。皆さん、夏休みはどのように過ごされましたか。健康管理に努め、規則正しい生活を送ることができまし

たか。学習は計画通り進めることができましたか。もし、あなたが計画していた通り、もしくはそれ以上に夏休みの生

活を送ることができたのであれば、周りの人の支えのもと自分に打ち克つことができたといえそうです。一方、思った

通りにうまく進まなかった人の方が多いかもしれません。それでも仲間のよさに習い、自身の気持ちを高め、努力を継

続していくことで物事は少しずつ成し遂げられていくのだろうと思います。 

コロナ禍でしたが、昨年と比べると今年の夏は特にスポーツに熱い夏でした。昨年は未開催だった部活動に関する大

会も、今年度はそのほとんどが実施されました。特に夏の総体は、中学校最後の大会となった生徒が多くいます。結果

で悔しい思いをした人もいるかと思いますが、昨年度のことを考えると、実施されたことへの感謝は大切にしたいもの

です。本校でも中学校最後の大会に向けて生徒たちが部活動に励んでいる姿を見ました。何かに打ち込む生徒の顔はと

てもよく、見ていてうれしい気持ちになりました。 

世間では、スポーツ界において、オリンピックなど様々なビッグイベントが開催されました。悔し涙、うれし涙がた

くさん流れたこれらのイベントには、１年間のブランクを経たものが多く、感動をよぶところが大きかったように思い

ます。それは、結果に一喜一憂するだけではなく、「多くの人に支えられて今がある」と答えるアスリートたちの声が、

私たちの心に強く届いたからなのかもしれません。勝ち負けに関わらず、試合が終わった最後にはお互いが健闘をたた

え合う姿にも、１年間のブランクを経てたどり着いた、その瞬間を分かち合っているようでした。「多くの人に支えられ

て今がある」と答えるアスリートたちの感謝の気持ちは、深々と礼をしてから競技場に入場をし、競技が終えたら深々

と礼をして退場をする、その所作からも、十分に感じ取ることができました。 

 私は、皆さんと今年出会い、今日に至るまでに感じている皆さんのよさの一つが「挨拶（礼）」です。南が丘中学校に

来て、皆さんと初めて出会ってから頃から、「挨拶」ができる生徒たちが多いなと思っていました。さらに今は、先輩の

「挨拶」をする姿を見た１年生も、「挨拶」ができていると感じます。先輩が後輩のよき手本となる、それはよき南が丘

中学校の伝統なのかもしれません。こと日本人は、礼に重きをおいています。オリンピックやパラリンピック、夏の甲

子園などを見ていても、礼に始まり、礼に終わる姿をたくさん見ました。皆さんが朝登校して「おはようございます」

と礼をし、下校では「さようなら」と頭を下げる行為と同じように。 

 礼は人の急所の一つである頭を相手に差し出し、敵意のなさを示す行為です。生まれたての私たち人間は頭が柔らか

い状態で、頭は人間の急所を意味します。その部分を差し出す行為は、日本人にとって相手を信じ、敬する気持ちが含

まれているといえます。さらにその行為は、敬意にとどまらず、頭を下げる人自身の優しさや謙虚な振る舞いであり、

それは相手に温かさを与えるだけでなく、自身の気持ちをもより美しくしていくものとなるでしょう。 

 夏休みが明け、新たな学校生活のスタートとなります。今があることへの感謝、相手への感謝を大切に、新たな生活

をみんなで支え合いながら進めていきましょう。 

【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】 

 

   ☆ 私たちが目指すもの ☆ 

    「全員を仲間と認める」 「仲間を大切にする」 「仲間と協力する」 

横浜市立南が丘中学校だより 

令和３年度 ８月号 

令和 3 年９月１日 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/03/9ce1fcbbfaf7a0ffa57db89030118a43.png


 

                  ～７・８月に行われた学年行事や学校での取組をご紹介します～ 

 ☆ 英語弁論大会について 

7 月 26 日～27 日に行われた、第 72 回横浜市立中学校生徒英語弁論大会 

に、3 年朝倉胡桃さんが出場しました。英語の教科書からルワンダの学校の状 

況を学び、Actions for a better world と題して、自分の考えと意見をまと 

め、スピーチをしました。「学校で学べない子ども達の状況」「教育を受けるこ 

との大切さ」「世界の不平等を改善するために自分達に何ができるか」を述べ 

た、とても立派なスピーチでした。以下は、朝倉さんのスピーチの結びの言 

葉です。 

I have a dream to become an inventor in the future. I want to solve 

some problems in this world with ideas that surprises everyone. So 

that is the reason why I am studying now. We can study and live  

without any difficulties in Japan. But you must remember that there are people living in the world facing 

hard situations to live and are unable to study. And also remember that it is up to us to help others in the 

future. So we can take some action for a better world. 

「私は、将来発明家になるという夢を持っています。誰もが驚くような発想で、いまこの世界で起こっている問題を何

か一つでも解決できるようになりたいです。だからこそ、私は今勉強に励んでいます。私たちは何不自由なく勉強をして、

何不自由なく暮らしています。しかし世界には、勉強をすることができずに、苦しい生活を送っている人が大勢いるので

す。そしてそれを助けることができるのは、私たちだということを忘れてはいけません。世界を変えていくのは未来の私

たちです。」 

 

 ☆ 令和３年度 体育祭について 

 子どもたちの大きな成長を目にすることができる体育祭の実施に向け、準備を進めて参りましたが、生徒の安全を一番

に考えた中、新型コロナウイルスが爆発的に感染拡大している中では、９月２２日の体育祭の実施は困難であると判断い

たしました。 

 今後の社会情勢等をふまえ時期や形を変えながら、できることを検討していきます。時期としては２月末～３月上旬を

考えています。 

 

 

 

〇 コロナワクチン接種に関する出欠席に扱いについて 

学校の授業のある日に、お子さまがコロナワクチン接種を受けられる場合は、欠席の扱いとはなりません。また、

接種後体調がすぐれないために欠席される場合も欠席扱いとはなりません。 

これまでにもご連絡させていただいている通り、熱があるなど、ご家庭でコロナ感染の心配がある場合も同様の扱

いとなります。今後におきましても、体調管理を優先していただきながら学校生活を送っていただくよう、ご協力を

お願いいたします。 

様々な取組 

 

お知らせ 



 

 ○ 南が丘中学校区学校・家庭・地域連携事業 スポーツ交流会について 

   年度当初は１０月１６日（土）に予定しておりましたスポーツ交流会ですが、今年度は中止とさせていただき 

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 〇 １０月１６日の土曜学校について 

   年度当初の予定では１０月１６日（土）は授業を行い、１８日（月）が代休の予定でしたが、 

  上記にありますよう、スポーツ交流会中止に伴って１６日（土）は休業日、１８日（月）は授業日となります。 

 

 

〇 諸経費納入について 

今年度の PTA 会費、学年費などの諸経費納入金につきまして、２回目（最終）の銀行引き落としの期日が近づい

てきましたので、再度確認のためご連絡いたします。 

 引き落とし日は９月８日（水）となっています。まだ入金されていない方は、前日の９月７日（火）までにお願い

いたします。金額は次の通りとなっています。よろしくお願いいたします。 

2 回目の納入額 

1 年生：５，４４７円、2 年生：８，４４７円、3 年生：３，４４７円 

（37 円は引き落としにかかる湘南信金の 1 回分の手数料です。） 

 なお、１回目の納入をされていない方は、1 回目の額も含め、2 回目との合計額の納入をお願いします。 

1 回目と 2 回目の合計額 

１年生：１０，９３４円、2 年生：１６，０１４円、3 年生：７，５１４円 

（74 円は引き落としにかかる湘南信金の 2 回分の手数料です。） 

 

 

 ○ ９月 の主な予定 （変更になる場合があります） 

9 月 1 日（水） 授業再開 15 日（水）～17 日（金） 前期期末テスト 

2 日（木）～ 分散登校 16 日（木） 体操着販売 

13 日（月） 教育相談期間 10 月 1 日（金） ３年英語検定 

 

 

 ○ スクールカウンセラーの予定（相談室直通電話：℡７３１－５０３２） 

    9 月 3 日（金）、10 日（金）、17 日（金）PM、24 日（金）、30 日（木）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） 

 

 

 

 



 

                  ～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    7/28（水）文部科学大臣杯 1 回戦 vs 国大付属（〇１７―４） 

             2 回戦 vs 永田  （●２－７） 

陸上競技部  8/8（日）関東大会 女子走高跳３位  菊池彩文（１ｍ６３） 

8/19（木）全国大会 女子走高跳６位 菊池彩文（１ｍ６０） 

ソフトボール部 10/2（土） 市新人戦 予選１回戦 vs 鴨居 

10/9（土） 市新人戦 予選 2 回戦 vs 金沢 or 瀬谷 

10/16（土）～本戦へ 

ソフトテニス部 【男子】 7/18（日）市総体（団体戦）vs 保土ケ谷 ０－３ 

８/２（月）YONEX 杯予選 中止   ８/８（日）市民大会（団体） 中止 

８/１９（木）区民大会（個人） 中止    ８/２８ 区大会（個人） 中止 

【女子】 6/6（日）26（日）南・保土ケ谷地区大会（個人） 

中川・信ペア 1 回戦 3-1 2 回戦 4-0 3 回戦 4-1 4 回戦 4-2 5 回戦 4-1 準決勝 2-4 3 位 

     荒井・恩田ペア １回戦 3-0 2 回戦 4-2 3 回戦 4-3 ４回戦 3-4 5 回戦 2-4 １６位 

     中川・信ペア は 7 月 11 日（日） 三ツ沢公園 市大会出場  惜敗 

団体戦 ７月 4 日（日） 瀬谷本郷公園 中川・信 荒井・恩田 山下・小島 青山・鈴木ペア 

１回戦 vs 緑が丘 2-1 ２回戦 vs 南瀬谷 2-0 

団体戦 ７月１８日（日） 三ツ沢公園 中川・信 荒井・恩田 山下・小島 青山・鈴木ペア 

３回戦 vs 旭北 2-1  4 回戦 vs 森 0-2  敗者復活戦 vs 六角橋 0-2 

   ８月１２日（水）市民大会（個人） 中止 

バドミントン部 7/17（土）市総体女子個人戦 

女子ダブルス：安藤澪・甲斐心ペア ベスト１６ 

女子シングルス：佐藤音羽 ベスト１６ 

7/3（土）市総体女子団体戦 ベスト１６ 

水泳部  7/30（金）31（土）市総体 石川真菜 女子 100M 平泳ぎ優勝 

8/11（水）12（木）県総体 石川真菜 女子 100M 平泳ぎ優勝 

男子 100M 自由形川口莉央、女子 4×100M フリーリレー、4×100M メドレーリレー県大会出場 

8/17（火）～19（木）全国中学 石川真菜 女子 200M 平泳ぎ４位 女子 100M 平泳ぎ４位 

南区大会および県新人戦はコロナウイルス感染拡大のため中止になりました。 

美術部  夏休み中は、体育祭や南颯祭の看板や垂れ幕を制作しました。美術部展にも共同制作を出品しました。 

大変好評でした。 

吹奏楽部 7/26（月）横浜吹奏楽コンクール 銅賞 

今後は基礎を振り返りながら、新しい曲にも挑戦していきます。 

家庭部 アットホームに活動しています。自分の「つくりたい！」と思う作品に、各自挑戦しています。 

ポーチ、小物、つまみ細工、、、。文化祭での展示発表を楽しみにしていてください。 

 

部活動の一幕 


