
帯広市立南町中学校 学校だより NO.８ 
令和４年 １１月２日（水）  

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』 

～教育実習開始（第４期）～ 

 教育実習「第４期」が始まりました。１名の実習生が１０月２１

日～１１月１１日までの約３週間の実習に入りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育活動の取組】 
～PTA交流会～ 

 １０月１４日（金）18時 PTA学年学級部主催のPTA交流会が

実施されました。スマホ等の安全教室で

は、講師にNTTドコモの寺島様を招きオ

ンラインで、タブレット体験は本校勝瀬

教諭による説明・体験を実施しました。

年々変わっていくスマホトラブルや注意

事項等を例に学習しました。 

 

～３年生おび学「帯広市財政」～ 

 １０月１９日（水）帯広市財政課の笠原様を講師にお招きし、お

び学「帯広市の台所事情」をオンライン形式で実施しました。財政

状況から帯広市を見ることや、帯広市の財政の仕組み、理想のまち

づくりを見据えて中学生にできることを考え交流しています。 

 

 

 

 

 

 

～南町中校区第１回CS協議会開催～ 
  １０月２８日（金）令和４年度第１回南町中校区コミュニティ・ス

クール会議が開催されました。南町中校区は今年からスタートになりま

す。令和4年度会長には谷保寿彦氏が就任しました（谷保氏は現学校評議

員、令和３年度帯広市PTA連合会長、PTA副会長）。CSの役割は主に校

長の学校運営方針の承認、 学校運営や教職員の任用に関して意見を述べる

ことができること、学校が行う学校運

営の状況に係る自己評価の結果等に対

して、評価を行い、学校・家庭・地域

の連携・協働を推進することがありま

す。学校・家庭・地域が一貫性のある

教育を行うことで、子どもの学びの場

を学校だけに限定せず、地域全体を学

びの場として捉え、学校・家庭・地域

が目標を共有して育んでいく取り組み

がコミュニティ・スクールです。 

 

 

 

（うすい あやね） 

 臼井 文音 先生 

保体（HR担当１-１） 
体育の授業の様子 

（１年生） 

～第48回 文化祭 合唱とステージ～ 
 １０月１日（土）第４８回

文化祭が秋晴れのもと開催さ

れました。各学年・学級のス

テージ発表のパフォーマン

ス、そして各学級の素晴らし

い合唱が披露されました。感

染防止対策として、マスク着

用の合唱になりましたがマス

ク下の歌声とは思えない歌声が響

き、その大舞台を保護者の方にお

披露目できたことは何より嬉しく

思いました。学年ごとの発表・鑑

賞でしたが、各学年「輝いた時

間」になりました。PTA役員

のご協力をいただき、保護者

の円滑な入退場ができ、時間

通り進行できたことに深く感

謝いたします。「Be Origi-

nal～新時代はワタシたちが創

る」のテーマ通り、自分たち

が創った素晴らしい文化祭になりました。 
 

 

 

 

 

  

 令和４年度「球技大会」が開催されました。10月1８日（１年

生）、１９日（２年生）、２０日（３年生）と学年ごとの実施です。   

 種目は1年生はハンドボール・バスケットボール、２年生はソフト

ボール・バレーボール、3年生はサッカー、バスケットボールの各種

目に分かれ、学級対抗でリーグ戦を行いました。天候にも恵まれ爽や

かな秋空の下各チームで仲間と力合わせて汗を流しました。 

１年女子ハンドボールより 

２年男子バレーボールより 

３年女子バスケットボールより 

３
年
生
閉
会
式
の
様
子 

第1回CSの様子 



 2日（水）   後期中間ﾃｽﾄ（3年） 

 3日（木）   文化の日・ﾆｯﾀｸ杯全十勝卓球・ﾊﾞﾚｰ2次ｷｬﾝﾌﾟ予選会 

 4日（金）   進路説明会・エリアサミット 

 5日（土）   帯広市中学生科学研究発表会・U-15ﾌｯﾄｻﾙ予選 

 6日（日）   U-15ﾌｯﾄｻﾙ予選英語検定（二次）帯広市小中合同音楽祭 

 7日（月）   生徒会常任委員会・図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

 8日（火）   英検IBA（1･2年） 

１０日（木）    学力ﾃｽﾄ（1･3年）※3年は総合C 

                        帯広市小中造形展（～14日） 

12日（土）   中学生からのメッセージ 

14日（月）   三者面談①（3年）･教育相談①（1･2年） 

15日（火）   三者面談②教育相談② 

16日（水）   三者面談③教育相談③ 

17日（木）       三者面談④教育相談④ 

18日（金）       三者面談⑤教育相談⑤ 

19日（土）       テニス全十勝シングルス大会 

20日（日）   テニス全十勝シングルス大会 

21日（月） 三者面談⑥教育相談⑥ALT来校（～12/9） 

22日（火） 三者面談⑦教育相談⑦ 

23日（水） 勤労感謝の日・テニス全十勝インドア大会 

24日（木） 後期中間テスト（1･2年） 

25日（金） 三者面談⑧教育相談⑧ 

26日（土） バレー選抜優勝大会・バスケ全十勝1年生大会 

27日（日） 市P連研究大会・市P連第2回会長情報交換会 

                            バスケ全十勝1年生大会 

28日（月） 色覚健康相談（～12/9）（１年） 

   主 な 行 事 予 定 

休日の連絡先（コロナ専用電話） 
【080-4043-3181】 

■帯広市スポーツフェスティバル 種目卓球＜10/10＞ 

<女子> 中学２年女子Aブロック  藤田 陽和②   優 勝 

    中学１年女子Dブロック  松浦 日菜①   優 勝 

<男子> 中学１年男子Aブロック  石野 崇斗①   優 勝 

    中学１年男子Aブロック  清野 莉玖①   準優勝 

    中学１年男子Bブロック  八木 大輔①   優 勝 

    中学１年男子Fブロック 保前龍之介①    準優勝 

    中学１年男子Cブロック 前田 碧空①    準優勝 

 

■全十勝ソフトテニス選手権大会＜9/25＞ 

<男子> B級 斉藤 絢斗・菅修聡 準優勝 

 

■第４０回北海道中学校駅伝競走大会＜１０/1６＞ 
＜男子＞ (山久保②・神田③・猪子③・谷口③・小林②・柴沼③)  

                         1.03.27  第８位 

■陸上秋季記録会第2戦・U16陸上競技大会 
＜男子＞１００ｍ 宗 田②  11.56 第1位  

            ３００ｍ 宗 田②  38.93 第3位 

   １０００ｍ 山久保② 2.53.96 第6位   

         ２０００ｍ 山久保② 6.28.37 第4位 

 走高跳び 島勝②1.60 第1位 ・東②1.35 第4位 

 

＜女子＞ 100ｍ 山 根②13.48 第2位 ・上 妻① 13.53 第4位 

    走高跳び 上 妻① 1.35 第4位 ・貝 森①  1.20 第7位 

    走幅跳び 山 根② 4.74 第1位 

 

■みんなでつなごうリレーフェスティバル2022  東京都 

 第106回日本陸上競技選手権大会 ﾘﾚｰ競技 ＜10/1-2＞ 

北海道 ４６秒９９ 第１位（参加：槙 涼奈③４走／槙 杏奈③） 

 

■ＪＯＣジュニアオリンピックカップ ＜10/21-23＞ 

 第 16 回 U18／第 53 回 U16 陸上競技大会 愛媛県 
 ＜女子＞ U16女子150m A決勝  槙 涼奈③ 18.67  ７位 

 

 

～後期生徒会認証式・生徒総会～ 
  １０月１１日（火）後期生徒会認証式を行い、各学年の委員長、生徒会

役員に認証状を授与しました。10月31日にはオンラインで生徒総会が行わ

れ、後期の活動をスタートしました。オンラインの中でも、新しいメンバー

は、議長の進行、各委員長の説明、質疑応答などスムーズに運営しました。 

以下のメッセージを全校生徒に伝え

ました。 

 「様々な審議がされましたが、中

山会長の下、よりよい学校づくりに

向けて、一人一人が責任を持って、

しっかりと生徒会を支えてほしいと

思います。総会では後期の計画が示

されましたが、皆さんの頑張りが足

りないと、議案書に書かれているこ

とが十分に果たせないわけですか

ら、支えることは皆さんの責任でも

あります。「自分でやってみる」と

いう積極的な気持ちを持って、学級や生徒会の仕事に向かってほしいと思い

ます。是非、皆さんの力を結集して、明るく楽しい学校づくりを進めていっ

てください。」後期の活動に期待しています。 

～各種大会結果～（9月-10月） 

活躍する南中生たち （入賞、または結果） 
■令和４年度 帯広市スポーツ奨励賞 <令和４年度北海道中学校陸上大会> 

 女子 ４００ｍリレー 優勝（出場５６チーム） 

 南町中学校 陸上部（槙涼奈③・槙杏菜③・山根楓來②・上妻咲桜①） 

 

■令和４年度帯広市中学校英語スピーチ・暗唱コンテスト＜9/18＞ 

 田中  凛③（スピーチの部）参加賞 

 渡邉 有咲③（暗唱の部）  参加賞  
 

■全十勝中学校秋季バドミントン大会＜１０/１５～１６＞ 

<女子> 団体 学校代表の部 準優勝  ２部  準優勝 

<女子> 個人 シングルス 熊谷②     準優勝 

       ダブルス  三浦②・金野② 準優勝 

<男子> 団体 学校代表の部 第３位  ２部  第３位 

  

■全十勝中学校秋季バスケットボール大会＜１０/１６＞    
<男子>・２回戦 南町59-34音更・上士幌 ・３回戦 南町69-34翔陽 

   ・準決勝 南町43-63帯八・代表決定戦 南町65-57帯五  第３位 

                           北北海道大会へ 

<女子>・２回戦 南町58-39芽室     ・３回戦 南町32-52帯一 

                             ベスト８ 

■全十勝中学校バレーボール大会＜10/９～1７＞ 

<男子> １回戦 南町中 ０－２ 帯広合同 

    ２回戦 南町中 ０－２ 芽室中   第３位  

<女子> １回戦 南町中 ２－０ 音更中 

    ２回戦 南町中 ２－０ 帯七清川川西中 

    ３回戦 南町中 ０－２ 共栄士幌  第３位 

 

■帯広市中学校秋季卓球大会＜9/19＞ 

<女子> 個人 澤田  恵②  第３位 

    個人 松浦 日菜①  第５位 

後期生徒会役員 

新型コロナ対応9/26からの流れ（道HPから） 


