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《学校教育目標》 『最大の自己実現』 『最大の社会参加』 

【学校教育活動及び部活動大会等の実施に関する 

                取扱について】 

    （＊新型コロナ感染症拡大防止） 
１．教育活動について 
   （１）合唱、調理実習、理科の実験等、感染リスクが高い教 

    育活動については、方法や実施時間を工夫し、感染対策 

    を徹底した上で行います。 

 （２）１日あたりのオンライン授業の視聴時間は、健康 

    上の配慮から朝や帰りの短学活を除いて、２～３ 

    時間を上限とします。視聴する教科等は、生徒本 

    人・家庭の判断になります。 

 （３）文化祭･･･10月 １日（土）予定 

    （合唱・ステージ発表、作品展示などを予定） 

   ※内容について実行委員会で協議を進めています。 

     バザーは実施せず、「お弁当」の予定です。  

     日程が近づいてきましたらご案内いたします。 

    

２．感染の可能性がある方の健康観察期間が 
      「７日後」→「５日後」に変更になります。 

 （１）学級閉鎖は、最終接触日を０日とし５日後の待機期間に 

    なります。  

 （２）感染の可能性がある方は、最終接触日を０日とし５日 

    後（対応終了日）まで登校停止になります。 

    ＊７日後までは、健康状態の確認や感染対策を徹底    

     してください。 

 （３）保健所から健康観察期間（待機期間）の連絡がきました  

    ら、学校まで報告をお願い致します。 

 

３．部活動について 
 （１）部活動は継続して実施します。活動を厳選し、練習時  

    以外はマスク着用等の感染防止対策に努めます。 

 （２）練習試合は、必ず「対戦校」の感染状況を確認してか 

    ら実施の可否を判断しております。 

    部活動OBや異校種との練習についても慎重に判断してい 

    きます。 
 

＊感染状況によっては変更もありますので、その際はご協力お願  

 い致します。 

 令和４年の２学期がス

タートしました。２７日

間の夏休みは有意義に過

ごせたでしょうか。 

  

 ８月１９日（金）の始

業式では２学期の過ごし

方について、お話をさせ

ていただきました。 

 ２学期は、一年の中で勉強や運動に最も打ち込める絶好の

季節と言われています。１・２年生は「自分の学習スタイル

を確立すること」、そして部活動の中心として先輩たちの目

指していた思いを形にすることが大切だということを話しま

した。また、３年生には「自分は何をしたい

のか、そのために進路はどうするのか、希望

高校に合格するには、何を学べばいいのか」

などを真剣に考えて、自分の将来を切り拓い

てほしいことを伝えました。 

 一人一人がしっかりと努力を重ね、明るく

楽しい２学期になることを期待しています。 

 

  ７月の夏季休業に入る際に、新型コロナウイルス感染症

が急激に広がりを見せました。現在も全国で「過去最多」を

更新し、未だ厳しい状況が続いています。本校についても、

夏季休業中の部活動の対応では、部活動停止等に協力をして

いただいたことに感謝申し上げます。 

  

 ２学期は引き続き通常の教育活動に加え、「感染対策」、

「オンライン」など同時進行で進めて参りますので、ご理

解・ご協力をお願い致します。 

 夏季休業中には９つの部活動が全道大会に活躍し、２つの

部活動（陸上競技部、ソフトボール部）で全国大会出場を決

めています。競技の最高である全国の夢の舞台で、最高のパ

フォーマンスを期待しています。 

 

   ～２学期の学習について～ 
           教務担当 中 正憲教諭より 

  

 夏休み中、1学期の学習内容の振り返りを進めることが

できたでしょうか。2・3年生は1週間後に、学力テスト

が行われます。１学期の学習内容が範囲となりますので、

夏休み中の振り返りの成果を試すチャンスです。 

 9月に入ると前期期末テストが実施されます。テスト計画をたて、時

間を有効に活用してください。何より大切なことは、毎日の授業に主体

的に参加し、自ら考え、友達の意見に耳を傾け、学びを深めていく事で

す。家庭学習は、足りない部分を補い、さらに深めていくものです。授

業をおろそかにしては、家庭学習も効果半減です。2学期も、毎時間の

授業で勝負する姿に期待しています。 

～教育実習開始（第２期）～ 

令和４年度の教育実習「第２期」が始まりました。３名の実習生が

８月２３日～９月１６日までの４週間の実習に入ります 

 

（こん つばさ） 

今  飛翔 先生 

国語科（HR担当1-5） 

（かわむら きょうご） 

川村 恭瑚 先生 

英語科（HR担当2-6） 

（なかじま るな） 

中島 月菜 先生 

理科（HR担当2-3） 

始業式の様子 

（オンライン） 

生徒代表挨拶 

（2-1中山さん） 

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】 



 

 

 １日（木）北海道シェイクアウト・エリア家庭学習強化週間 

 ３日（土）全十勝秋季野球・道東カブス・市秋季バレー 

      秋季会長杯ソフトボール・道卓球選手権カデットの部 

 ４日（日）全十勝秋季野球・秋季会長杯ソフトボール・道ジュニア陸上 

      道卓球選手権カデットの部・道P連北見大会提言打合せ 

 ７日（水）帯教研教育講演会 

 ８日（木）前期期末テスト（全学年）・学童農園収穫体験（８組） 

１０日（土）十勝秋季テニス男子個人・剣道・道東カブス・中村賞駅伝 

      市秋季バド・バスケ 

１１日（日）十勝秋季テニス女子個人・道東カブス・市秋季バスケ・卓球 

１３日（火）生徒会常任委員会・生徒会役員選挙・図書ボランティア 

１４日（水）学力テスト総合A（３年） 

 

 

１７日（土）北海道U-15ハンドボール大会・道新人陸上 

      全十勝秋季サッカー、ソフトボール・テニス団 

      市秋季バスケ・道教公小樽大会 

１８日（日）北海道U-15ハンドボール大会・全十勝秋季サッカー 

１９日（月）敬老の日 

      全十勝秋季サッカー・市秋季卓球 

２０日（火）文化祭当別時間割（～10/1）・教育実習開始（第２期） 

      大会報告 

２３日（金）秋分の日 

２４日（土）道東カブスリーグ 

２５日（日）道東カブスリーグ・陸上秋季記録会第１戦 

２８日（水）図書ボランティア 

～各種大会結果～（７月・全道・全国８月①） 

活躍する南中生たち 
 

■【追加掲載】全十勝陸上競技選手権＜6/25＞ 
＜男子＞３０００ｍ 

  ・上妻桜生③10:43.69 第５位 ・柴沼琉生③11:15.08 第７位 

 

■【追加掲載】全日本中学校通信陸上＜7/2-3＞ 
＜男子＞２年男子１００ｍ 宗田璃空② 11.88 第１位 

  ４×１００ｍ  (鈴木・宗田・加藤・火石)47.65 第６位 

  走り高跳び  

  ・島勝吏玖②1.45 第３位 ・東十知朗②1.30 第８位 

  ３０００ｍ ・上妻桜生③10:22.23 第６位 

   ８００ｍ ・猪子天馬③  2:10.14 第８位 

 

＜女子＞走り幅跳び 

     ・山根楓來②4.90 第２位 ・上妻咲桜①4.62 第４位 

   １００ｍH・山根楓來②15.87第１位 

   １００ｍ ・槙 涼奈③12.52第２位 ・槙 杏奈③12.72第３位 

   ２００ｍ ・槙 涼奈③26.05第２位 ・槙 杏奈③26.43第３位 

１年生１００ｍ ・上妻咲桜①13.87第４位 

 

＊陸上部の記録に関しまして掲載漏れがありました。お詫び致します。 

 

■全十勝卓球選手権 カデットの部＜７/２８＞ 

  男子シングル（１３歳以下）横山 遥① 

  女子シングル（１４歳以下）澤田 惠② 

  北海道卓球選手権出場へ（９月３・４日） 

 

■北海道中学校サッカー大会＜７/２９～ 留萌市＞ 

  南町中 ２－０ 長沼中（空知） 

  南町中 ０－２ 旭川緑が丘中（上川） 

  ベスト８  

■北海道中学校軟式野球大会＜７/３０～ 千歳市＞ 

    南町中 0－2 浦河第二・様似中 

  １回戦敗退 

■北海道中学校女子ソフトボール大会＜７/２９～ 帯広市＞ 

 準々決勝 帯八市内合同 ７－ ０ 伊達 

 準決勝  帯八市内合同 ７－ ５ 緑南 

 決 勝  帯八市内合同 ９－１６ 札幌栄 

      準優勝→全国へ（開催地：北海道 帯広市）                     

■北海道中学校バドミントン大会＜7/2７～ 旭川市＞ 

 １回戦  熊谷（南町） 不戦勝 

 ２回戦  熊谷（南町） ２－０ 原 田（上川 東明中） 

 ３回戦  熊谷（南町） ２－０ 森 川（渡島 本通中） 

 ４回戦  熊谷（南町） ０－２ 阿 部（空知 明苑中） 

 ベスト８ 

■全十勝中学校夏季剣道大会＜7/３０～ 岩見沢市＞ 

 １回戦 増谷○ー×金子(胆振) ２回戦 増谷○ー×伊藤(石狩)       

 ３回戦 増谷○ー×島田(釧路) ４回戦 増谷×ー○ 堀(空知) 

 ベスト8 

■北海道中学校水泳大会＜７/２３＞ 

  ５０ｍ 自由形 猪子龍星①    27.77  予選敗退 

 １００ｍ 自由形 猪子龍星① 1:00.41  予選敗退 

  

 

 

   主 な 行 事 予 定 

三浦さん 上妻さん 槙(涼)さん 山根さん 槙(杏)さん 柴沼さん 

■北海道中学校ソフトテニス大会＜7/２9～ 北見市＞ 

 女子 個人戦 大場③・平松③組 １回戦敗退 

    大場・平松 南町中（帯広） ２－４ 静内第三中（日高） 

    １回戦敗退  

 

■第４３回 北海道中学校ハンドボール大会＜7/27～ 函館＞  

 十勝合同 ２４(13+11)－(15+17)３２ 函館桔梗 

 １回戦敗退 

 

■北海道中学校陸上競技大会＜7/27～ 北見市＞ 
＜男子＞１００ｍ 宗田璃空② 12.04 予選敗退 

    ２００ｍ 宗田璃空② 24.30 予選敗退 

    ８００ｍ 猪子天馬③ 2:12.61予選敗退 

         三浦遥翔③ 2:14.12予選敗退 

   １５００ｍ 上妻桜生③ 4:44.05予選敗退 

     ４×１００ｍ (鈴木・宗田・加藤・火石) 47.68 予選敗退    

＜女子＞ 

    １００ｍ 槙涼奈③12.38 第２位 ・槙杏奈③ 12.64 第３位 

    ２００ｍ 槙涼奈③25.65 第２位 ・槙杏奈③ 26.21 第６位 

    １００ｍH 山根楓來②16.32 準決勝敗退 

    走り幅跳び 山根楓來② 4.71  予選敗退 

    ４×１００ｍ (上妻①・槙涼・山根・槙杏) 49.79  優勝 

    女子リレーメンバー優勝→全国へ（開催地：福島県） 

   槙涼奈さん、槙杏奈さん１００ｍで標準記録突破により全国へ 

 

■ 第3回北海道U15バスケットボール大会 地区予選大会＜8/6～＞  

男子 南町中 72(28+18+16+10)-(12+12+ 7+16)  47 上士幌中 

   南町中 51(10+12+  9+20)-(  9+24+21+17) 71 豊頃中 

ベスト８ 

女子 南町中 64(22+19+13+10)-( 2+ 1+ 6+17) 26 緑南中 

   南町中 40( 7+ 4+ 7+22)-(16+15+14+13) 58 帯四中 

ベスト８ 
 

■ 全日本ジュニアバドミントン選手権大会北北海道予選会＜函館市＞ 

 熊谷（南町）０ー２ 原田（旭川東明） 

 １回戦敗退 

 

■ 第49回 全日本中学校陸上競技選手権大会＜8/18～福島県＞ 
予選  100ｍ 槙涼奈12.31(組1着)B決勝へ ・槙杏奈 12.44(組4着) 
B決勝100ｍ 槙涼奈12.51                        

 

 予選４×１００ｍ (上妻・槙涼・山根・槙杏) 49.28 （組1位）全体7位 

                             A決勝へ 

A決勝４×１００ｍ (上妻・槙涼・山根・槙杏) 49.58 第８位入賞 

 

 

 


