
ご家庭へのお願い(新型コロナ感染拡大防止について) 

  ①マスクの着脱については熱中症防止を最優先します。 

  ②３密回避等、基本的な感染対策は変わりません。 

  ③少しでもいつもと違った症状がある場合は、外出せずに家で   

   休養をとってください。 

  ④お子様に風邪症状が見られたときは、学校に報告の上 

       （平日 0155-48-3181：休日 080-4043-3181）、 

   かかりつけ医、近くの医療機関にご相談ください。かかりつ  

   け医がない場合や、相談場所が分からないときは、北海道の  

   健康センター（0120-501-507）にご相談ください。 

帯広市立南町中学校 学校だより NO.５ 
令和４年 ７月２２日（金）  

帯広市立南町中学校 

校長 上田 和聡 

TEL ４８－３１８１ 

                            南町中ＨＰ 
http://www.minami.obihiro.ed.jp/ 

《学校教育目標》 『最大の自己実現』 『最大の社会参加』 

１．地域の教育資源を活用した学び 

 ＜１年家庭科 きもの教室＞7/11～ 

 

 

 

 ＜１年郷土学習 ばんえい競馬場訪問＞7/1～ 

 

 

 

 

 

 

 

２．全校奉仕活動・生徒会活動 

 ＜ふれあいデー＞高温注意報により中止 

 ＜あいさつ運動＞7/11-15 

 

 

３．救急救命講習会 7/11 

       

 

 

 

 

４．第１回南町中エリア事務局会議 

 

 

 

 

５．吹奏楽部の活躍 

 

 

 

 

６．夏季休業中のクロームブックの活用について 

  スタディサプリとｅライブラリが使用できます。 

  １学期の学習の復習等にご活用ください。 

 
  

 ７１日間の１学期が終了しました。 

新１年生の初々しい表情が印象深かっ

た入学式、クラス替えもあり新体制で

スタートした２年生、そして、３年生

は期待や心配を抱きながらの「修学旅

行」を無事に終えることができまし

た。また、コロナ対応を含めたオンライン授業も頻繁に行わ

れました。外部講師の来校、校外での学習も盛んに実施され

ました。そして、３年ぶりの全校開催となった体育祭はそれ

ぞれの学年の役割や存在価値を確認できるものとなりまし

た。３年生にとっては、３年間最後の体育祭が全校開催とな

り感慨深いものとなりました。４月より感染状況を鑑みなが

ら、保護者が来校する場面も増えました。教育面談、PTA会

議、行事、中体連大会観戦と明るい兆しが見えました。中体

連では保護者に子供たちの素晴らしい姿や活

躍を見ていただくことができ良かったと安堵

しています。 

 しかし、７月の３連休が明けての１週間

は、新型コロナの情勢が全国的にも厳しいも

のでした。各ご家庭においては、健康観察期間のお願いや聞

き取りなど、ご協力をいただき深く感謝しております。夏休

みは８月１８日までの２７日間です。どうか、家族の時間を

大切にしていただくと共に、この機会に是非将来のことなど

をお話しください。「時を守り、場を清め、礼を正す」を合

い言葉に、生活のリズムを整え、夏休みの計画を話題にして

いただき、有意義な夏休みを過ごしください。 

 

７月２２日（金）１学期終業式・大掃除 

  ２３日（土）夏季休業～８/18まで・道東カブス・全道水泳～２４日 

  ２７日（水）全道陸上～２９日 全道バド～２９日 全道ハンド～２８日 

  ２８日（木）道卓球選手権予選カデット   

  ２９日（金）～３１日（日）全道ソフトボール 全道テニス～３１日 

        全道サッカー～３１日 

  ３１日（日）帯広地区吹奏楽コンクール 

８月 ６日（土）バスケU-１５選手権予選・道東カブス・第４回陸上種目別記録会 

   ７日（日）バスケU-１５選手権予選・道東カブス 

  １０日（水）道卓球選手権予選ジュニア 

  １１日（木）山の日㊗ バスケU-１５選手権予選 

  １２日（金）学校閉庁日 １５日（月）学校閉庁日 

  １６日（火）学校閉庁日 

   主 な 行 事 予 定 

１８日（木）全中陸上～２１日 

１９日（金）２学期始業式 

２０日（土）帯広市秋季野球・テニス個・第５回陸上種目別記録会 

２１日（日）帯広市秋季野球 

２３日（火）～２５日（木）全中ソフトボール 帯広大会 

      スマホ・ケータイ安全教室・図書ボランティア 

２５日（木）意見発表学級発表会・生徒会常任委員会 

２６日（金）学力テスト（２・３年） 

２７日（土）十勝新人陸上・道東カブス・十勝秋季野球・市秋季テニス団 

２８日（日）全十勝新人陸上・全十勝秋季野球 

小林豊子きもの学院の講師が来校

し、実際にきものを着ました。 

生徒会四役・常任委員長のべ３０人で実施しました。 

帯広消防署から山下様を講師に迎え、全職員でAED

の使用と心肺蘇生について講習をしました。 

稲田小・豊成小・南町中のエリアファミリーの

代表が集まり、１年の計画を協議しました。 

野球部の応援に吹奏楽部が活躍しています。 

＊コロナ禍で久しぶりの演奏になりました。

炎天下、雨天と２回の応援をしました。 

１年生がばん

えい競馬場

バックヤード

などの見学や

体験学習をし

ました。 

休日の連絡先（コロナ専用電話） 
【080-4043-3181】 

北海道の健康相談センター 

【0120-501-507】 



～各種大会結果～（6月・７月）市内夏季編 

活躍する南中生たち 
■帯広市中学校体育大会 夏季卓球大会＜6/19＞ 

            女子 団体 学校代表の部 第４位  

■帯広市中学校体育大会 夏季バスケットボール大会＜6/26＞ 

                      男子 第３位 

■帯広市中学校体育大会 夏季バレーボール大会＜6/25＞ 

                      女子 優 勝 

                      男子 準優勝 

■帯広市中学校体育大会 夏季ソフトテニス大会＜6/25＞＜6/26＞                          

             女子団体 学校代表の部 準優勝 

               団体 低学年の部  準優勝 

               個人 大場・平松組 優 勝 

             男子団体 学校代表の部 第３位 

               団体 低学年の部  優 勝 

■帯広市中学校体育大会 夏季バドミントン競技大会＜7/3＞ 

            女子 学校代表の部    準優勝 

            女子団体 ジュニアの部  第３位  

            女子ダブルス金野・三浦組 第３位 

            女子シングルス 熊谷   第３位 

            男子団体ジュニアの部   準優勝             

            男子シングルス 竹山   第３位 

■帯広市中学校体育大会 夏季軟式野球大会＜6/26＞ 

                         第３位 

■帯広市中学校体育大会 合同陸上競技大会＜6/23＞ 

                                 総合  第３位 

                  男子 総合  準優勝 

■帯広市中学校体育大会 夏季サッカー大会＜6/26＞ 

                         優 勝 

～十勝大会・全道大会編～ 

■全十勝中学校体育大会夏季サッカー大会＜7/10＞ 

                    男子 優勝→全道へ 

 

 

 

 

 

 

■全十勝中学校夏季軟式野球大会＜7/16＞ 

                       準優勝→全道へ 

 

 

 

 

 

 

■全十勝中学校女子ソフトボール大会＜7/16＞ 

                      優 勝→全道へ 

 

 

 

 

 

 

 

■全十勝中学校バドミントン競技大会＜7/2＞ 

        女子 ダブルス金野・三浦組 第３位 

           シングルス 熊谷   第３位→全道へ 

          女子団体 学校代表の部 準優勝 

          男子団体 学校代表の部 第３位 

■全十勝中学校夏季剣道大会＜7/2＞ 

 女子団体 第３位  女子個人 増谷 梓②  →全道へ 

           

 

 

 

 

 

 

■全十勝中学校体育大会水泳大会＜６/４＞ 

 男子 １００ｍ 自由形  猪子 龍星① 第３位→全道へ 

 

■全十勝中学校夏季ソフトテニス大会＜7/9＞＜7/16＞ 

       女子 個人戦 大場③・平松③組 第３位→全道へ 

          団体戦          第３位 

 

 

 

 

 

 

 

■全十勝中学校夏季バスケットボール大会＜7/17＞ 

         女子第３位 ベストファイブ賞 小澤舞羽③                     

■全十勝中学校夏季バレーボール大会＜7/17＞ 

                       女子  準優勝 

■北海道中学校テニス団体戦大会（硬式） 

        宮本陽稔② ・細谷柚葉①  女子団体 第３位 

■第４３回 北海道中学校ハンドボール大会  

 

 

■全十勝陸上競技選手権＜6/25＞ 
＜女子＞１００ｍ決勝 槙涼奈③12.67 第2位  

           槙杏奈③12.87 第３位 ・山根② 13.77第５位 

    ２００ｍ決勝 槙涼奈③26.17 第１位 ・槙杏奈③26.74第３位 

           ４×１００ｍ  (上妻①・槙涼③・山根②・槙杏③) 1位 50.17 

＜男子＞４×１００ｍ  (鈴木③・宗田②・加藤②・火石③)    48.03 

 

■全日本中学校通信陸上＜7/2-3＞ 

 ＊全国大会（福島県）、北海道大会（北見市）の予選 
＜男子＞４×１００ｍ  (鈴木・宗田・加藤・火石)    47.70→全道へ 

                        決勝 47.65 

    ８００ｍ      猪子（全道標準記録突破）      →全道へ 

    １００ｍ・２００ｍ 宗田（全道標準記録突破）    →全道へ 

＜女子＞４×１００ｍ (上妻・槙涼・山根・槙杏) 優勝 49.95 

    ＊北海道記録更新（2017年八雲中50.07を更新）決勝 50.13 

    １００ｍ 槙涼奈③12.46 第2位（全国標準記録）→全国へ 

    ２００ｍ 槙涼奈③               →全道へ 

 

 

 

 

 
 

■南部忠平記念陸上競技会 札幌市＜7/10＞ 

 女子リレーチームが十勝陸上競技協会から推薦出場 

＜女子＞４×１００ｍ(上妻・槙涼・山根・槙杏)決勝 第４位49.75 

＜女子＞１００ｍ 決勝  槙 涼奈 第2位 12.52 

             槙 杏奈 第7位   12.79 

■北海道陸上競技選手権大会＜7/16-17＞ 

＜女子＞４×１００ｍ(上妻・槙涼・山根・槙杏) 予選 50.77  

＜女子＞１００ｍ  決勝  槙涼奈      第7位 12.73 

 

■第４６回おびひろ動物園動物画写生コンクール 

 銀賞 竹下鈴華③ 山川晋示③ 佐藤琴梨①    

 銅賞 藤原梓咲② 児嶋彩和② 小澤磨妃留① 

 佳作 西村颯生③ 田中凛③ 濱田 結③ 松本結愛② 細井乃愛瑠② 

    橋本有埜② 佐藤柚羽② 髙橋海音① 荒木明日香①  

      

     

7/29-7/31 留萌市浜中運動公園陸上競技場ほか 

7/30-8/5  千歳市民球場ほか 

7/29-7/31 北見市東陵運動公園テニスコート 

全道は大場さん③・平松さん③ 出場 

7/29-7/31 帯広市札内川河川敷運動施設ほか 

及川さん② 東海林さん① 森さん① 出場 

7/30-7/31 岩見沢市総合体育館 

7/2３-7/24 野幌総合運動公園体育館プール 

7/27-7/28 函館アリーナ 二ツ森 羚さん②出場 

7/27-7/29 北見市東陵公園陸上競技場  

7/27-7/29 道北アークス大雪アリーナ 

全道は個人戦 熊谷さん②出場 

美術同好会  

＊全道出場を中心に写真紹介しています 


