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《学校教育目標》 『最大の自己実現』 『最大の社会参加』 

～教育実習開始（第３期）～ 

 教育実習「第３期」が始まりました。１名の実習生が９月２０日

～１０月１３日までの約２週間の実習に入ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育活動の取組】 
～学びの充実①～ 

 南町中では英語のＴＴ（２人の指導者が行う授業）、数学では習

熟度別少人数指導を全学年で行っています。個々の主体的な学習に

併せて、昨年度の標準学力調査、全国学力・学習状況調査では、全

国平均を超える成果を上げていま

す。 

 

 

 

 

 

～学びの充実②「職場体験学習」～ 

 １０月２７日（木）・２８日（金） 

 本校では、２年生時に社会で働く人々の生き方に触れ、勤労や職

業に対する関心・意欲を高めることや、自己の能力や適性を生か

し、さまざまな人とコミュニケーションを図り、協力・協働しする

ことを目標として、「職場体験学習」を実施しています。コロナ禍

で滞っていましたが、３年ぶりに実施いたします。約６２カ所の事

業所・企業に、約２００名の生徒の受入を依頼し進めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～学びの充実③「英語ＡＬＴとＴＴの連携」～ 

  ＡＬＴのダン・ハート・ダニュエル先生が来校時には、ティー

ムティーチングにより授業を行っています。 

また、１・２年生では時間講師の浅野先生と計画的に2人体制で授

業を実施しています。 

 

 

 

（なかむら いぶき） 
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体育の授業の様子 

（2年生） 

～第48回 南町中学校 文化祭へ 10/1(土)～ 
 9月20日（火）文化祭特別時間割がスタートしました。校

舎には歌声が響き、ステージ発表のパフォーマンスが躍動して

います。共同制作では制作に励んでいる姿、話し合う姿が見ら

れます。１年生から３年生までの学年が同日に開催すること

は、今年度は3年ぶりになります。この文化祭でそれぞれの

「持ち味」を発揮し、協働して創り上げる喜びを体感し、絆を

深めてほしいと願っています。行事に向かう教育活動は、これ

からを生き抜く力につながると考えております。この状況下、

ご家庭の事情により、当日参加できない生徒もおります。生徒

達にはその仲間のことも心に留めつつも、この「Be Origi-

nal～新時代はワタシたちが創る」のテーマのもと、それぞれ

に輝くことを願っています。【一家庭一名の参観になります。

是非子供たちの活動を参観して頂きたいと考えています。】 
 

～学びの成果から～ 
 ９月８日(木)、前期の節目となる、「前期期末テスト」が実

施されました。テストでは、各観点（知識・技能、思考・判

断・表現、主体的に学習に取り組む態度）を見とります。次の

学習に向けて改善につなげることが大切です。 

 １０月７日（金）には前期の「通知表」が配付されます。ご

家庭におかれましても通知表を確認して頂き、今後のお子様の

学習についてご助言いただければと考えております。 

 

～全国学力・学習状況調査の結果～ 
 令和4年度の全国学力・学習状況調査が実施されました。本校の結

果をお知らせします。 

教科の結果 

【国語】全国平均を上回りました。 

    ●「言葉の特徴や使い方に関する事項」「我が国の言語文化  

      に関する事項」「話すこと・聞くこと」「読むこと」で   

      成果があった。     

    △「書くことに」に課題が見られた。 

【数学】全国平均を大きく上回りました。 

    ●「数と式」「図形」「関数」「データ活用」、すべての領     

     域で成果があった。 

【理科】全国平均を上回りました。 

    ●「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」すべての領域で 

     成果があった。  

生徒質問紙調査  

【よい傾向】  

・先生は、あなたのよいところを認めてくれる。 

・ＰＣやタブレットなどのＩＣＴ機器を学校でどの程度使用するか。  

・自分の思いや考えをもとに、作品や作文など新しいものを創り出す  

 活動を行った。・新聞を読むこと ・読書が好き  ・平日の読書時間   

・学級生活をよりよくするために話し合い、互いの意見のよさを生か 

 して解決方法を決めている。 

・道徳の授業で、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合っ 

 たりする活動に取り組んでいる。  

【課 題】  
・自分でやると決めたことは、やり遂げるようにしている。 

・難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している。・平日の勉強時間  

今後、分析・考察を行い、教育活動に生かします。 



 1日(土) 第48回文化祭・みんなでつなごうリレーフェスティバル2022 

 3日(月) 振替休業 

 4日(火) おび学（1年）～SDGs（情報の収集）～ 

 5日(水) マナー講座（2年） 

 6日(木) 札響コンサート（1年） 

 7日(金) 通知表発行 英語検定（一次） 第2回PTA学年学級部会 

 8日(土) テニスインドア一次予選会・道東カブスリーグ 

 9日(日) 開校記念日・道東カブスリーグ・全十勝秋季バスケ､柔道 

       道P研究大会北見 

10日(月) スポーツの日・吹奏楽部定期演奏会 市スポーツフェス卓球 

11日(火) 生徒会認証式・常任委員会（後期計画） 

13日(木) 学力テスト総合B（3年） 

14日(金) PTA交流会 

15日(土) 全十勝秋季バスケ､バレー､バド団体 

       テニス全道1年生王座大会予選会 道東カブスリーグ 

       テニス道連中学部強化研修大会 

         全道造形教育研究大会十勝・帯広大会 

16日(日) 全十勝秋季バスケ､バレー､バド個人 

        北海道中学駅伝・テニス道連中学部強化研修大会 

18日(火) 球技大会（1年）英語スピーチ･暗唱コンテスト 

19日(水) 球技大会（2年）おび学（3年）～台所事情出前講座～ 

20日(木) 球技大会（3年） 

21日(金) 教育実習1名開始（～11/11） U16陸上競技大会 

22日(土) 全十勝秋季卓球団体・陸上秋季記録会第2戦・U16陸上競技大会 

23日(日) 全十勝秋季卓球個人・U16陸上競技大会 

24日(月) 校内研修・学校教育指導訪問二次訪問 

25日(火) ～おび学（1年）～SDGs（調査） 

       ～おび学（2年）～働くことでできること～（予定） 

27日(木) 職場体験学習①（2年） 

28日(金) 職場体験学習②（2年） 

 

 

   主 な 行 事 予 定 

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】 

■帯広市中学校秋季野球大会＜8/20-21＞ 

１回戦 南町中 12－1 西陵中 （5回ｺｰﾙﾄﾞ） 

準決勝 南町中  8 －１ 帯広Central Northクラブ（5回ｺｰﾙﾄﾞ） 

決 勝 南町中  2－ 1 翔陽・帯四中 

                   優 勝 

■全十勝中学校秋季野球大会＜8/27-＞ 

２回戦 南町中 1(0)－1(×) 翔陽・帯四中（8回特別延長） 

 

■帯広市中学校秋季バドミントン大会＜9/10＞ 

<男子> 個人ダブルス 真野②・水嶼② 第3位 

    個人シングルス 竹山②     準優勝 

<女子> 個人シングルス  熊谷②     準優勝 

 

■全十勝中学校秋季剣道大会＜9/10-＞ 

<女子> 個人戦 増谷② 優 勝 ・ 団体戦 優 勝 

 

■全十勝中学校女子ソフトボール秋季大会＜9/11-17＞ 

<女子> 帯広南町・帯広第八・翔陽中学校 合同チーム 第3位 

 

■帯広市中学校秋季サッカー大会＜8/20-21＞    

 予選①  南町2-0帯二 ・ 予選② 南町0(P5)-(P6)0西陵共栄 

 1回戦 南町0-6大空川西緑園・３位戦 南町0(6)-(7)0西陵 

                           第4位 

■全十勝中学校秋季サッカー大会＜9/17-19＞    

 1回戦 南町5-1鹿追瓜幕 ・ 2回戦 南町2-0西陵共栄 

 3回戦 南町7-0札内札内東・ 準決勝 南町1-3上士幌士幌                                                

                           第3位 

■北海道ジュニア陸上競技選手権大会＜9/４＞ 
＜男子＞中２ １００ｍ 宗田② 11.67 第6位    

＜女子＞  走幅跳び 山根②4.94 第7位   

              100ｍ 槙(涼)③12.35 第2位 ・槙(杏)③ 12.66 第5位 

      150ｍ 槙(涼)③18.50 第1位 ・槙(杏)③ 19.04 第3位 

中1・2年100mH  山根② 16.06   第7位 

 

■第62回中村賞中学駅伝競走大会＜9/10＞ 
＜男子＞ (山久保②・三浦③・猪子③・小林②・神田③・柴沼③)  

                         1.12.18  第3位 

■北海道新人陸上競技大会＜9/17-18＞ 
＜男子＞中２ 200ｍ 宗田② 23.63  第4位 

     

■第30回北海道陸上競技フェスティバル＜9/25＞ 
＜男子＞走り高跳び 島勝②1.50 全体１位 ・東②1.45 全体２位 

＜女子＞中学女子 ４×１００ｍ（浅田②・山根②・貝森①・上妻①） 

                         55.24 第4位 

走幅跳び  山根② 4.83 全体1位    ・上妻①4.70 全体2位 

100ｍ  槙(涼)③12.35 全体1位 ・槙(杏)③12.46 全体2位 

     

■帯広市中学校秋季バスケットボール大会＜9/10-11＞    
＜男子＞予選① 南町65-60西陵・予選② 南町60-39緑園 

    予選③ 南町48-79帯五・予選④ 南町58-15大空学園 

    準決勝 南町56-70帯八・ 3位戦 南町65-62帯四  第3位 

＜女子＞予選① 南町65-60翔陽・予選② 南町36-41西陵 

    決勝T  南町31-61帯一            ベスト８          

～教育実習（第２期）～終了しました 
 ８月２３日～９月１６日までの第２期教育実習が終了しま

した。それぞれの実習生の研究授業は、２年３組（中島先生

理科）、２年６組（川村先生 英語）、１年１組（今先生 

国語）で行われました。授業当日は、北海道教育大学旭川校

から、それぞれの担当教授が来校して参観、授業後の事後研

究にも参加しました。実習生への授業内容の助言はもちろん

ですが、本校の生徒の授業の姿勢や、担当職員の献身的な指

導について感謝の言葉を頂きました。 

 
 

 

 

今先生の国語の授業(１－１) 

中島先生の理科の授業(２－3) 川村先生の英語の授業(２－６) 

～各種大会結果～（全国８月-9月） 

活躍する南中生たち （入賞、または結果） 
■帯広市中学校秋季ソフトテニス大会＜8/２0-8/27＞  

<男子> 個人戦 斉藤②・菅② 第3位・<男子> 団体戦  優 勝 

<女子> 個人戦 陸②・中村① 第3位 

 

■全十勝中学校秋季ソフトテニス大会＜９/１０-17＞  

<男子> 個人戦 斉藤②・菅② 第3位 ・ 木村②・榊② 第3位 

    団体戦 準優勝 

 

■第77回 全十勝ソフトテニス選手権大会＜９/25＞  

<B級男子> 斉藤②・菅② ペア 準優勝 

 

■帯広市中学校秋季バレーボール大会＜9/3＞  

<男子> 優 勝  <女子> 準優勝 

 

■帯広市中学校秋季卓球大会＜9/11-9/19＞ 

<女子> 団体 第3位・個人 澤田② 第３位・松浦① 第5位 

授業後の研究協議の様子 


