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                     夏休みが終わり、校舎に生徒たちの元気な声と

笑顔が戻ってきました。夏休み中、大きな事故の

連絡もなく、生徒たちは無事に夏休みを過ごした

ようです。 

                     夏休み中、毎日のように教室や体育館、グラン

ドから生徒の元気な声や楽器の音などが聞こえ、

補充学習や体育大会に向けダンス委員の活動、コ

ーラスコンクールに向けたパートリーダー講習な

どに取り組んでいる様子が伝わってきました。ク

ラブ活動にも熱心に取り組み、全国大会に出場し

活躍する生徒もいました。久しぶりに始業式で体 

育館に並んでいる生徒を見ると、一回り大きくなったように感じました。 

  

２学期は、体育大会や文化祭など学校行事が続き、忙しい日々になりますが、そんな中で生 

徒たちはさらに成長していきます。２学期のスタートにあたり始業式で話をした内容の概要を

お知らせします。 

 

【２学期 南郷中生に期待すること】 

 

１つ目 授業に集中し、積極的に取り組むこと。 

○学校で最も大切なのは１時間１時間の授業。 

２学期のスタートにあたり、新しい学年がスタートした４月の「がんばろう」という気持

ちをもう一度思い出し、一人ひとりが授業に取り組む気持ちを再確認してください。 

 １時間１時間を大切にすること。静かにするだけでなく、集中し、積極的に取り組むこと

を心がけてください。 

○特に３年生、２学期の終わる頃には進路希望がほぼ固まっている時期になります。２学期

の頑張りが大変重要になります。全力で授業に取り組んでください。 

進路を切り拓くために大切なことは、自分の目標に向かって頑張ろうという気持ちや姿勢

です。そして、それを具体的に実行することです。２学期のスタートにあたり、再度気持

ちを新たにしてください。 

○１・２年生の中には３年生で頑張れば大丈夫と考えている人がいるかもしれませんが、大

きな間違いです。 

進路を切り拓く力はある日突然身に付くわけではありません。日頃からの積み重ねが大切

です。 

○１～３年生の全員が集中して授業に取り組む、積極的に授業に取り組む、そんな２学期に

なるよう君たちの頑張りを期待します。 

 

＝２日目の登校風景＝ 



２つ目 行事に全力で取り組むこと。 

○２学期には体育大会や文化祭など、大きな行事があります。練習や準備が忙しく、大変な

部分もありますが、体育大会、文化祭に全力で取り組んでください。 

今までの先輩に「一番印象に残った学校行事は？」と聞くと、 

☆修学旅行 

☆男子全員で取り組んだ組体操、ダンス委員を中心に取り組んだ女子全員のダンス 

☆クラスで取組み、みんなで盛り上がったクラス合唱 

を答える人が多くいます。２学期は印象に残る行事が続きます。 

○一人ひとりが力をつけた、クラスや学年の団結力が高まった、みんなが「良かった」と燃

える体育大会、文化祭にしてください。 

君たちの頑張りに期待します。 

  

 ２学期、日々の授業や体育大会、文化祭などの学校行事、３年生は進路懇談などの取組みを 

通して、生徒たちが心身ともに充実し、より豊かに成長することができるよう学校として指導 

していきます。保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 ２学期から新しい先生が２人南郷中に来られましたのでお知らせします。 

□メラニー バドニー 先生 

アメリカ合衆国ニュージャ－ジー州出身です。全学年の英語の授業にＡＥＴとして入って

いただきますが、氷野小・南郷小の外国語の授業にも行かれる予定です。 

 □近下 昭夫 先生  

２年生の国語科を担当していただきます。大変急なことでしたが、植田先生がご自身の都

合で退職されましたので、代替として来ていただきました。 

 

 

 

【水泳部】 

 ○平成２６年度 第６８回 大阪中学校水泳競技大会  

兼 近畿中学校水泳競技大会大阪府予選 

         兼 全国中学校水泳競技大会大阪府予選 

   ２００ｍ個人メドレー、４００ｍ個人メドレーともに  ☆第２位：小嶋 美紅 

  ○平成２６年度 全国中学校体育大会 

４００ｍ個人メドレー ☆第２位：小嶋 美紅 

２００ｍ個人メドレー ☆第５位：小嶋 美紅   

 

【バドミントン部】 

 ○平成２６年度 大阪府中学校選手権大会  

男子ダブルス ☆優 勝：川端 健太郎・山中 一新ペア 

 ○平成２６年度 第６３回近畿中学校総合体育大会 

男子ダブルス ☆優 勝：川端 健太郎・山中 一新ペア 

 ○平成２６年度 全国中学校体育大会 

男子ダブルス ☆ベスト１６：川端 健太郎・山中 一新ペア   

栄光を讃えます 

新しい先生の紹介 



 ○２０１４年度 北河内地区中体連バドミントン秋季大会 

   女子ダブルス ☆優 勝：豊山 紗希・永守 朱里ペア 

 

【バレー部】 

○ＪＯＣジュニアオリンピックカップ  

第２８回全国都道府県対抗中学校バレーボール大会大阪選抜チームに選抜 

 ☆肥田 宗一郎    ※大会は１２月に予定されています。 

 ○大東市バレーボール大会(女子) ☆第３位 

 

【剣道部】 

 ○第３０回四條畷警察署管内中学校対抗剣道大会 

  団体男子 ☆優 勝：南郷中Ａ〔山本 剛毅・田村 亮麻・森 鉄心・高橋 秀汰・石川 瞬〕 

  団体女子 ☆第３位：南郷中Ａ〔寺本 莉咲・黒木 星梨・中橋 夏葵〕 

    個人男子の部  ☆準優勝：高橋 秀汰   

個人女子の部  ☆第３位：寺本 莉咲 

 ○大東市中体連夏季剣道大会 

  団体男子 ☆優 勝：南郷中Ａ〔山本 剛毅・田村 亮麻・森 鉄心・高橋 秀汰・石川 瞬〕 

  団体女子 ☆優 勝：南郷中Ａ〔寺本 莉咲・黒木 星梨・中橋 夏葵〕 

  個人男子の部  第３位：山本 剛毅 

 個人女子の部  第３位：寺本 莉咲・中橋 夏葵 

 

【女子ソフトテニス部】 

 ○第５９回大東市ソフトテニス市民大会 

  中学女子の部 ☆第３位：南郷中Ａ 

〔桑本 優衣・林 涼乃・川井田 菜緒・門田 華音・木原 千尋・宮本茜里〕 

         ☆第３位：南郷中Ｂ 

〔安田 有沙・大杉 美帆・高田 桃花・中川 栞里・王 美奈・藤長 悠花〕 

 ○２０１４年夏季大東市ソフトテニス大会 

  １年生の部  ☆優 勝：豊川 芽衣・宮西 泉妃ペア 

 

【陸上競技部】 

 ○大東市中体連夏季陸上競技大会 

  １年男子１００ｍ  ☆優 勝：久保 蓮大  ☆第３位：大内 璃空 

  １年男子砲丸投   ☆優 勝：豊原 聖也  ☆第２位：野田 颯馬 

  ２年女子１００ｍ  ☆第３位：門脇 さくら  

 ２年女子２００ｍ  ☆第２位：門脇 さくら 

    共通女子 ４×１００ｍリレー  

☆第２位：久保田 瑛理・門脇 さくら・磯谷 優里・岩田 麻愛 

 ○枚方中体蓮オープン記録会 

  １年男子砲丸投   ☆第３位：伊東 歩夢 

 

【吹奏楽部】 

 ○大阪府吹奏楽コンクール ～北地区大会～   ☆銅 賞 

 



【南郷中学校区小中学校の２学期の主な日程】 

 

□南郷中学校区では、小中学校が連携した取組みを充実するため２カ月に１回の予定で校区の校長

会を実施しています。その中で小中学校にきょうだいが在籍するご家庭も多いことから、各学期

の主な日程を共通でお知らせすることにしました。 

現時点での予定であり様々な事情で変更される場合があります。変更があった場合の連絡や詳細

な日程については各学校の「学校だより」等でお知らせします。ご理解ください。 

 

月 南郷中学校 南郷小学校 氷野小学校 

８ 

月 

26 日(火)２学期始業式 

29 日(金)３年実力テスト 

    １・２年宿題テスト 

26 日(火)２学期始業式 26 日(火)２学期始業式 

27 日(水)・28 日(木) 

夏休み作品展 

９ 

 

月 

5 日(金)学習参観、ＰＴＡ講演会 

    給食試食会 

20 日(土)南郷キューピット祭 

〔21 日(日)：予備日〕 

12 日(金)南郷フェスティバル 

 

20 日(土)南郷キューピット祭 

〔21 日(日)：予備日〕 

12 日(金)わくわくまつり 

 

20 日(土)南郷キューピット祭 

〔21 日(日)：予備日〕 

  

10 

 

月 

5 日(日)第６６回体育大会 

〔8 日(水)：予備日〕 

11 日(土)英語検定 

16 日(木)・17 日(金)中間テスト 

20 日(月)創立記念日 

31 日(金)文化祭 

9 日(木)・10(金)６年修学旅行 

17 日(金)学習参観・懇談 

2 日(木)学習参観、懇談会 

26 日(日)・27 日(月) 

６年修学旅行 

28 日(火)６年代休 

 

11 

 

月 

5 日(水)３年実力テスト 

6 日(木)市中研総合発表会 

～学芸の部～ 

11 日(火)市小中学生弁論大会 

13 日(木)進路委員会 

17 日(月)～20 日(木) 

     ３年進路懇談会 

26 日(水)～28 日(金) 

     期末テスト 

６日(木)校内音楽会 

9 日(日)日曜参観・音楽会 

    ＰＴＡバザー 

11 日(火)市小中学生弁論大会 

26 日(水)市小学校連合音楽会 

 

9 日(日)日曜参観・氷野小まつり 

10 日(月)休業日 

 

11 日(火)市小中学生弁論大会 

26 日(水)市小学校連合音楽会 

 

 

12 

 

月 

15 日(月)進路委員会 

17日(水)～22日(月)期末懇談会 

 

24 日(水)２学期終業式 

 

15日(月)～18日(木)期末懇談会 

 

24 日(水)2 学期終業式 

11 日(木)氷野カルチャー 

17 日(水) ～19 日(金) 

期末懇談会・図工作品展 

24 日(水)２学期終業式 

※「きょうだい」の表記について、漢字では「兄弟」ですが兄弟姉妹様々なケースがありますので、すべて

を包括する意味でひらがな表記としています。ご理解ください。 

 

 


