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今だからこそ 落ち着いて できることを できる限りやろう   
 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため学校が臨時休校になって約１０日が経ちま

した。生徒の皆さんの元気な姿や声がなくなって、とてもさびしい学校です。現時点では、

休業中ではありますが、卒業式は３月１３日（金）に、そして修了式は２４日（火）に実施

する予定です。ただし、日々、感染の状況や、それに伴う国や府、市の対応は変化しますの

で、学校の予定やご家庭へのお願いに変更があれば、必ずホームページまたは連絡メールで

保護者の皆さまにお知らせいたします。ご留意いただくようお願いいたします。  

 生徒の皆さんはどのように過ごしているでしょうか。  

 １、２年生の皆さんは、休校前の最後の日に渡された宿題を、きっともうやり切っている

ことでしょう。先生たちが郵便ポストに投函した封筒に、この学校だよりといっしょに、新

しい宿題が入っています。ぜひその宿題に優先的に取り組むとともに、文部科学省や大阪府

等が開設しているＷＥＢサイト（学校ＨＰでも紹介しています）で、自主学習や興味のある

ことについて調べ学習をしてみてください。じっくりお気に入りの本を読んで、自分で読書

ノートを作ってみるのもいいですね。 

 公立一般選抜を受検する皆さんにとっては、試験に向けて家庭でコツコツ頑張ってきたこ

とと思います。落ち着いて、全力が発揮できるよう祈っています。  

１、２年生の皆さんにとっては学級や学年のしめくくり、そして３年生の皆さんにとって

は、中学校生活の最後の時を仲間や先生たちと過ごせる大切な数日が失われ、本当に残念な

思いでいっぱいのことでしょう。でも、だからこそ今までともに過ごした仲間との思い出が、

よりいとおしく、心にしっかりと刻めるのではないでしょうか。 

今、何よりも大切なのは、この誰も経験したことのない状況にあって、一人ひとりにでき

ることは何か、考えて行動することです。極めて難しいことですが、適切な情報を見極め、

判断し、行動しましょう。休校の目的は、感染予防と感染拡大の防止です。手洗い、うがい、

体調管理などの予防策、そして時には、何かを「やめる、参加しない」という決断も必要で

す。これからの時代を生きていく皆さんには「正解ではなく、全体にとっての最適な解決法」

をともに探す力こそが求められます。今こそ、落ち着いて、できることをできる限りしよう

ではありませんか。この休校期間はその力を養う機会とも言えるのです。 

１、２年生の保護者の皆さまへ 

１６日から１９日に予定しておりました期末懇談は臨時休校に伴い中止となります。学年

度末、新学年度に向けてご心配なことや、お子さまのことでご相談などがありましたら、個

別に学校にご連絡をいただければと思います。  

南 郷 

郷  



 栄光を讃えます  

皆勤賞 ３年間、無遅刻無欠席で中学校生活を送った生徒の皆さんです。 

第７２回卒業式に向けて  保護者の皆さまへ 

３月１３日(金)に南郷中学校第７２回卒業式を行います。すでに３年生の保護者の皆さ

まにはプリントでお知らせしておりますように、今年度は新型コロナウイルスの感染予防

と感染拡大防止のため、卒業生、保護者の皆さま、教職員のみの参加により規模を縮小

し、時間を短縮して実施いたします。府内全域での臨時休校の趣旨から、ご家族であって

も在校生、小学生、高校生は出席できません（そのため、卒業生、卒業生保護者、教職員

のみの参加という形をお願いしているところです）ので、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。なお、式場内でマスクの着用をお願いしております（数に限りがありますが、式場

入り口にもご用意しております）。ご協力をお願いいたします。  

【バレーボール部】  

第 114 回三市連盟バレーボール大会 男子の部 準優勝 

【バドミントン部】 

・北河内新人バドミントン大会  男子団体戦の部  優勝 

２－４ 桑原 侑希 ２－２ 亀井 楓雅 １－３ 渡邉 幹大 １－２ 遠山 賢心 

    １－４ 剣持  亘  １－２ 小田 翔斗 １－４ 大坪 歩夢 

・大東・門真・四條畷 三市バドミントン大会  

Ⅰ部団体の部 3 位 

  ２－５ 佐野 衣茉莉  ２－１ 長濱 陽南  ２－３ 西別府 なずな 

２－４ 新谷 綾乃    ２－５ 早田 涼香  １－６ 三栖 菜々子 

 Ⅱ部団体の部 3 位  

  ２－５ 寺島 希美   ２－１ 八鍬 有華  ２－３ 平嶋 結菜 

２－５ 藤島 明生    １－２ 西尾 七海  １－２ 松村 璃音 

 Ⅱ部シングルス 優勝 １－２ 松村 璃音 

 

【第５２回大東市中学校教育研究会美術展】      

   ・学年最優秀賞 １－５ 伊藤 むつみ ２－４ 渡邉 海奈 ３－５ 内山 紗梨那 

   ・佳作     ３－３ 山下 紗帆   ３－３ 山本 晴菜 

 

３－１ 大西 夏鈴 河村 翔 菊井 昴 吉良 萌乃可 黒田 実亜 田中 京 遠矢 蒼太朗  

橋本 雅史 溝渕 実咲       ３－２ 高木 笙吾 山口 智大   

３－３ 井上 智貴 浮田 藍菜 笠松 志帆 小泉 静音 小林 敦貴 吉川 美悠 

３－４ 伊東 紗代 入江 峻矢 大城 愛利 近藤 梓生 髙橋 力也 久 優希菜 和田 瑞葵  

３－５ 野田 彪我 日野 こころ 平井 彩衣奈 南 明希  

３－６ 梶原 由衣 柴田 あこ 辻岡 秀斗 森下 海音 



【72 期生の皆さんが入学した時の校長先生、齊藤  政隆先生からご祝辞をいただきました】 

 

９年前の今日のこと 
 ２０１１年３月１１日午後２時４６分、東北地方太平洋沖を震源とする東日本大震

災が発生しました。最大震度７という大きな地震で、さらにこの地震による津波の影

響で福島第一原子力発電所での事故が起こりました。 

亡くなられたり行方不明になられた方は１８，０００人を超え、約４５，０００人

の方々が今も避難生活を送られています。今日予定されていた政府主催の追悼式も、

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため今年は中止となっていますが、新聞やＴＶ

ニュースなど、震災に関する情報が報道されることでしょう。 

「安全」ということ、いざという時のために日頃から備えておくべきこと、「その時」

どう行動するべきかなど、ぜひ考える日にしてほしいと思います。 

 

72 期生の皆さんへ 

  

卒業おめでとう！ 

 三年間の中学校生活の最後の仕上げの時期、公立高校入試前という大切な時期に突然の

休校措置でとても不安な気持ちになっている人が多いのではないかと思います。卒業式も

簡素化した形式での実施と聞いています。残念な気持ちでいっぱいになっているのではな

いでしょうか。新型コロナウィルスの感染拡大防止のためやむを得ない措置であるとは思

いますが、少しでも 72 期生の皆さんの励ましになればと思いこの文章を書いています。 

 皆さんと一緒に過ごしたのは一年間ですが、いろんなことが思い出されます。とても元

気のある学年でした。二年生での職場体験学習でとても礼儀正しく、よく頑張っていたと

いうことを体験を受け入れていた知人から聞きました。退職後ですがとても嬉しく思いま

した。 

 南郷中学校を卒業する皆さんに最後の激励の言葉を贈ります。卒業後、皆さんは様々な

困難や悩みと出会うと思います。そんな時こそ、皆さんが一年生の時の三年生を送る会で

話した「顔晴れ」という言葉を思い出してください。どんなに頑張っても上手くいかず、

しんどくなった時、苦しさに負けそうになった時、不安そうな表情で下を向くのでなく、

自分が積み重ねてきた努力に自信を持ち、前向きに明るく晴れやかな表情で、困難に立ち

向かってください。きっと乗り越えることができます。南郷中学校で蓄えた力を信じて常

に「素直」であること、「努力」を積み重ねることを大切にしてください。 

 これから皆さんが生きていく時代はますます変化が大きく、厳しい時代になります。そ

んな社会の中でたくましく生きていってください。 

 72 期生の皆さんの前途に幸多かれと願っています。改めて、卒業おめでとう。  

                      

皆さんが一年生の時の校長先生より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大東市教育委員会からのお知らせ 

 

大東市教育委員会では、看護師又は准看護師資格のある介助員を急募しています！ 

小中学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒に対して、必要な医療的ケアをは

じめとする学校生活における介助を業務内容とします。勤務先は市内小中学校です。  

小中学校勤務ですので、児童生徒と同じく夏休み・冬休み等の長期休業もあります。  

ご興味のある方、下記までご連絡ください！！  給与面や服務形態を含めて、お伝えさ

せていただきます。 

 

【問い合わせ先：大東市教育委員会 教育政策室 ０７２－８７０－９６４３】 

大東市教育委員会からのお知らせ 

 

大東市教育委員会では、介助員を募集しています！ 

大東市の公立小学校・中学校の支援学級に在籍する児童生徒に対して、学校生活における

生活介助等を業務内容とします。資格等は問いません。 

小学校や中学校での勤務ですので、児童生徒と同じく夏休み・冬休み等の長期休業もあり

ます。ご興味のある方、下記までご連絡ください！！  給与面や服務形態を含めて、お伝え

させていただきます。 

 

【問い合わせ先：大東市教育委員会 教育政策室 072-870-9643】 

まずは登録を！ 

子どもたちと接すること

が大好きな方、お電話お

待ちしております！ 

 


