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                     ４月２５日(土)に学習参観・ＰＴＡ総会・学校オリ

エンテーションを実施しました。各教室の様子を見る

と教室に入りきれず、廊下から授業の様子を参観され

ている保護者の方がたくさんいらっしゃいました。あ

りがとうございました。 

事前に各クラスの廊下側の窓をはずし保護者の方

に参観していただきやすいよう工夫するようにしまし

たが、不十分なところもありました。申し訳ありませ

んでした。 

生徒たちはいつもと違う雰囲気に尐し緊張してい

ましたが、集中して授業に取り組んでいました。 

その後、体育館でＰＴＡ総会と学校オリエンテーションとして、「進路指導について」と「南郷 

中の評価について」の説明を行いました。進路指導については、昨年度の卒業生の進路結果と進路

指導についての基本的な考え方、そして、新聞報道が続いていることをふまえ、公立高校の入試制

度の変更点と調査書に記載する評定について、府教育委員会が新たに決定した内容について説明し

ました。 

 また、「南郷中の評価について」」では絶対評価の基本的な考え方と、具体的な評価・評定のつけ

方について説明しました。どちらもお子様を通じて当日の資料をお渡ししていますので、内容をご

確認ください。 

 次回の学習参観は６月１３日(土)に予定しています。学習参観終了後にはＰＴＡバザーも予定し 

ています。たくさんの保護者の方の参観をお願いします。 

 

 

 

 

 ４月２４日(金)～５月１日(金)まで、途中に休日を挟みましたが家庭訪問を行いました。保護者 

の方には、何かとお忙しい中お時間をいただきありがとうございました。各担任が発行している学 

級通信を読んでいると、お子様のことや学校生活のことなどについて色々なお話を聞かせていただ 

いたことがよく分かります。お聞かせいただいた内容については、学年ごとに整理した後、学校に 

対しての要望や質問については、次回の南郷中学校だよりでお知らせします。 

 要望の中で、家庭訪問の日程調整などの案内プリントの配付は可能な範囲で小学校と揃えてもら 

えないかというものがありました。早速、南郷中学校区で実施している校区校長会で提案しました。 

可能な内容から取り組んで行きます。 

 また、南郷中学校区の３校の５月から７月の行事予定も昨年度に続き、各学校の学校だよりでお 

知らせすることとしました。裏面に掲載していますのでご確認ください。 

 

                        

                        裏面の主な行事予定にもありますが、今週末 

 

＝廊下からの参観の様子＝ 

家庭訪問 ありがとうございました。 

5/14(木)・15(金) 中間テスト 



の１４日(木)・１５日(金)に１学期の中間テス 

トを実施します。すでに各学年ともテスト範囲

が発表され、テスト一週間前でクラブ活動も中

止になっています。３年生にとってはこれから

の一回一回のテストがとても重要な意味を持ち

ます。後悔することがないよう、先ず一日一日

の授業に全力で取り組むこと、そして家庭での

学習を確実に行うよう、各ご家庭でも励まして

あげてください。２年生は、１年生の最後に比

べ頑張り始めている人が多くなっています。林

間学舎の取組みも始まりましたが、学年の最初

のテストに向け、授業や家庭での学習に全力で

取り組むよう励ましてあげてください。１年生

にとっては中学校に入学してはじめての定期テ 

ストとなります。テストの受け方なども学校で指導しますが、小学校とは違うテストとなります。

それぞれのお家で勉強の様子なども聞き、励ましてあげてください。                   

 次回からの「南郷中学校だより」で、４月２５日(土)の学校オリエンテーションで説明した進路 

指導についてのポイントとなる部分を数回に分けてお知らせしますが、公立高等学校入学者選抜制 

度の変更により、１年生は１年生からの３年間の成績、２年生は２年生からの２年間の成績が調査 

書に記載されることになっています。昨年度まで、一部の生徒に見られたような３年生になってか 

ら頑張るということではダメな状況になっています。特別なことは必要ありません。毎日の授業に 

真面目に、前向きに取り組むこと。そして、家庭学習を確実に行うことを地道に継続することが実 

力アップの最短の道です。お子様への励ましと指導をお願いします。 

 

                 １年生が正式入部し、各クラブとも元気よく熱心に活動して

います。５月始めの時点で、全校生徒６５９名のうち５２０名

がいずれかのクラブに加入し、活動しています。 

クラブ活動は、専門的な技術や能力を高めたり、体力の向上を図ることができるなど、生徒たち

にとって大変有意義なものです。また、違う学年の生徒と一緒に活動することにより、より豊かな

人間関係を築くこともできます。保護者の皆様には、是非、日常の活動の様子や試合・大会に向け

ての練習のことなどを話題にしていただければと思います。また、試合会場や大会会場が近い場合

などは、短い時間でも結構ですので、応援に行ってあげてください。 

あわせて、休日の活動なども含め、各クラブの活動については、顧問の熱意で成立していること

もご理解ください。 

クラブ名 部員数 顧  問 クラブ名 部員数 顧  問 

サッカー部 ４７ 熊谷・辻本 卓球部 ３５ 川井・仮屋園 

野球部 ２２ 八杉・今村 柔道部 １ 栁原 

陸上部 ２０ 大脇・森井 体操部 １ 小川 

ソフトボール部 １２ 中田・石井 水泳部 ６ 中島 

ソフトテニス部 ５０ 北村・田川 吹奏楽部 ５３ 藤本・芋高 

剣道部 ２３ 宮崎・柏本 家庭科部 １８ 西尾・河上 

バドミントン部 ６１ 堀川・山﨑 放送部 １１ 田中・小野 

バレーボール部 ２７ 廣瀬・信末 美術部 ２２ 兔子尾・加藤 

男子バスケットボール部 ７０ 亀甲・近下 書道部 １０ 藤田・仲野 

女子バスケットボール部 ３１ 平野・松本 入 部 率 ５２０ ７８.９％ 

クラブ活動について 

 

＝放課後まなび舎の様子＝ 



 

 

 

【女子ソフトテニス部】 

  ○大東市中学校体育連盟ソフトテニス春季大会 

    ３年生の部  ☆優 勝  澤邊 優香・西村 京花ペア 

２年生の部  ☆優 勝  岩田 萌花・宮本 裕里ペア 

☆第３位  宮西 泉妃・豊川 芽衣ペア 

 ※前回の「南郷中学校だより」に記載した内容が間違っていましたので、正しい結果をお知らせします。申し訳あ

りませんでした。 

【バドミントン部】 

  ○大東市中学校体育連盟春季バドミントン大会 

    団体の部  ☆優 勝(村上 希歩・中西 雛美・石田 陽奈多・豊山 紗希・永守 朱里)   

    個人の部  女子シングルス  ☆第３位  田中 静渚 

【剣道部】 

  ○大東市剣道連盟春季大会   

中学１年男子の部  ☆優 勝 寺本 新之介   

【水泳部】 

  ○第３７回全国ＪＯＣジュニアオリンピック春季水泳競技大会 

    ４００ｍ個人メドレー   ☆第３位  小嶋 美紅 

    ２００ｍ個人メドレー   ☆第５位  小嶋 美紅 

    ２００ｍ平泳ぎ      ☆第６位  小嶋 美紅 

 

                          

 

 

就学援助制度は、経済的な理由で、大東市立小中学校に通われるお子様の就学を妨げることがな

いように設けられているものです。世帯人数により認定基準額等の条件がありますが、家庭訪問時

に各担任がお渡ししたプリントで内容をご確認ください。申請を考えておられる場合には、必要書

類を整え申請手続きを行ってください。 

なお、昨年度就学援助を受給された方でも、今年度も希望される場合は、新たに申請が必要とな

ります。 

 

○提出期限  平成２７年５月１８日(月)～５月２９日(金) ただし、２３日(土)を除く。 

○受付場所  大東市立市民会館５Ｆ 研修・会議室 

○受付時間  午前９時～午後５時３０分 

※夜間受付  ２１日(木)・２５日(月)・２９日(金)  午後８時まで 

※休日受付  ２４日(日) 午前９時～午後５時３０分 

※５月２９日(金)までに提出があれば認定月を４月とし、それ以降は提出月が認定月となります。 

 〔受付は６月以降も行います。〕 

 

◎申請書の内容を審査し、就学援助の認定もしくは否認定を決定します。結果については８月上

旬～中旬に通知されます。 

 

【問合せ先】   大東市教育委員会 学校教育部 学校管理課  電話 870-9642(直通) 

 

栄光を讃えます 

お 知 ら せ ～就学援助制度について～ 



【南郷中学校区小中学校の１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。 

 

～既に終了した４月の日程は省略しています。～ 

月 南郷中学校 南郷小学校 氷野小学校 

５ 

月 

１(金)家庭訪問 

２(土)野崎参り巡視活動 

７(木)～２７(水)教育実習 

１１(月)進路委員会(第１回) 

１３(水)林間学舎説明会(２年生) 

１４(木)・１５(金)中間テスト 

１５(金)避難訓練 

２１(木)進路説明会＆修学旅行説

明会(３年生) 

２９(金) １年生校外学習 

 

２(土)野崎参り巡視活動 

８(金)４年生社会見学 

１５(金)１年生遠足 

２０(水)市小研総会・学年部会  

専門部会・教科部会（深

小） 

２９(金)運動会前々日準備 

３１(日)運動会 

１(金)・７(木)家庭訪問 

３(日)野崎まいり巡視活動 

１２(火)1年生遠足 

３０(土)ＰＴＡ役員会・実行委員会 

    前日準備（ＰＴＡ） 

３１(日)運動会 

６ 

 

 

 

月 

４(木)～６(土)修学旅行 

５(金)１年生校外学習 

８(月)３年生代休 

１２(金)ＰＴＡバザー前日準備 

１３(土)学習参観・ＰＴＡバザー 

１７(水)～２５(木)部活動中止 

２４(水)～２６(金)期末テスト 

３(水)運動会予備日 

４(木)６年生遠足 

９(火)体力テスト 

１０(水)４年生社会見学 

１１(木)３年生生遠足・プール掃

除(６年生) 

１６(火)２年生遠足 

１７(水)午前中授業・市小研学

年・専門部会 

１９(金)５年生遠足 

２２(月)プール開き 

２５(木)校内授業研究会 

１(月)休業日 

３(水)運動会予備日 

４(木)２年生遠足 

５(金)５年生遠足 

１２(金)６年生遠足 

１６(火)４年生社会見学 

１８(木)３年生遠足 

２８(日)ＰＴＡバザー 

 

  

７ 

 

月 

３(金) ＰＴＡ役員会・実行委

員会 

１０(金)～１５(水)期末懇談会 

１７(金)終業式 

９(木)～１４(火)期末懇談 

１６(木)給食最終日 

１７(金)終業式 

２１(火)～２４(金)プール教室 

１０(金)～１５(水)個人懇談 

１７(金)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。 

 


