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1 学期の学校生活を頑張っています！
コロナ禍３年目の学校生活ですが、感染拡大防止対策をしながら、予定している学校行事を実施することがで
きています。みなさんのご協力のおかげだと思います。本当に感謝しています。唯一予定と異なるのは３年生の
修学旅行です。２度の延期により、9 月 24 日からの実施に変更しています。さらなる対策を練りながら、安心安
全な実施に向けて努力していきたいと思います。

生 徒 総 会（ 6／ 17）
『 新・福 南 ♯ 福 南 変 え ち ゃ い ま せ ん か ？ 』
６月１７日（金）５、６校時に令和 4 年度生徒総会を開催しまし
た。コロナ禍のため、今年度もクロームブックを利用したオンライ
開催になりました。対面ではないため、やりにくさもあったと思い
ますが、生徒会執行部のリーダーシップと全校生徒の協力のもと、
無事実施することができました。
この生徒総会で、令和 4 年度生徒会の前期活動方針・活動計画、
予算が決定しました。この計画のもと、生徒のみなさんにとって、
よりよい学校生活が送れるような取組が行われることを期待すると
ともに、
「新・福南♯ 福 南 変 え
ちゃいませんか」のスローガ

各教室で生徒総会に参加しました

ンのもと、新しい福南中学校
が、みんなの力を合わせて創り上げられていくことを期待しま
す。
「あいさつの数だけ笑顔が咲く」という標語のもと継続して取
り組んでいる毎朝の「あいさつ運動」をはじめ、各専門委員会や
執行部の答弁

各学年評議会では、誰もが過ごしやすい学校づくりのために、
日々さまざまなことに工夫して取り組んでいます。どれも誇れる
本当に素晴らしいことだと思います。
みんなのために自分は何ができるのかを考えて取り組む気持ち
が、生徒会活動で一番大切なことだと思います。
誰かのために頑張ることが全体のためになり、そして、自分の
ためにもなる、そういった活動を続けて欲しいと思います。
生徒会活動は、一部の人だけが行

専門委員長の答弁

うものではありません。全校生徒一
人一人が協力して取り組むことが大
切です。みんなで、みんなにとって
よりよい学校生活になるよう、力を
合わせて生徒会活動を頑張っていき
ジャムボードを使って、
オンラインによる採決を
会議を進行する議長団

行いました。

ましょう。

さらに、学びを深めていきます！
～インプットからアウトプットする学習へ～

◆閑谷研修（1 年生）その後
１年生は、閑谷研修の講堂学習で学んだ孔子の論語（インプット）を
きっかけに「わたしの論語ノート」に取り組みました。
この取組は、自分で１つの論語を選び、その意味を読み取り、それを
学ぶ過程での気づきを表現（アウトプット）するものです。生徒一人一
人の選んだ論語もさまざまで、講堂学習での学びをさらに深めることに
なりました。
また、
「私の行動宣言」にも取り組み、
「いじり」や「いじめ」につな
がる言動について、自分自身を振り返り、これからの行動について各自
が決意しました。よりよい
学年集団、学級集団づくり
が進むことを期待します。

◆広島研修（２年生）その後
２年生は広島研修で学んだ平和（インプット）について、英語の時間に英作文で表現する学習を行いました。
「We learned about peace in Hiroshima.」に対して、
「Peace is ･･･」で表現（アウトプット）する学習です。
「Peace is everyone’s happiness with a smile.（みん
なが笑顔で楽しく生活すること）」、「Peace is to act with
my right opinions.（自分の正しい考えで行動すること）」、
「Peace is to respect without using nuclear weapons
and live a happy life.（核を使用せず、互いを尊重し合い、
争いのない楽しい日常を送ること）」
広島で感じ取った平和を自分なりの視点で考え、平和
の象徴である白い鳩に書き込み表現しました。どれも一
人一人の個性のあふれるすばらしいものになりました。

◆沖縄へ向けて（３年生）
３年生は、９月に延期している
沖縄修学旅行に向けて、事前学習
（インプット）と調べ学習（アウト
プット）を行ってきました。調べ学
習では、さまざまなテーマで調べ
たものをまとめ、廊下に掲示し、３
年生全体で共有しています。

掲示物が、活動の軌跡を刻み、思いを伝えます！
そうじの達人

＜新しい先生の紹介＞
名前：Regie Lubrino（レジー

ルブリノ）先生

担当： ALT（Assistant Language Teacher）
６月９日に着任されました。
毎週、木曜日と金曜日に、本校で勤務していただきます。
よろしくお願いいたします。

★ジェンダー平等、多様性が尊重される学校を目指します！
生徒総会での執行部答弁にもありましたが、生徒会では制服の見直しについて各種アンケート実施を考え
ているようです。学校としても、PTA、教育後援会のみなさんとともに、具体的な制服の見直し検討を始め
たいと思います。保護者のみなさまにもご協力いただくこともあるかと思います。どうぞよろしくお願いい
たします。

部活動を頑張りました！
コロナ禍３年目の備前西地区大会が、感染拡大防止対策を徹底して実施されました。
今年度は各専門部のガイドラインに基づき、観覧の制限も少しずつ解除され、多くの会場で保護者の皆様の
応援を受け、元気に頑張る選手の皆さんの姿がありました。

★県大会出場決定！おめでとう！

※みんなの頑張りを称えます。

・男子バスケットボール部

備前西地区大会 準優勝 県大会出場

・野球部

備前西地区大会 第３位 県大会出場

・女子バレーボール部

備前西地区大会 県大会出場

・男子ソフトテニス部

備前西地区大会 団体戦 ベスト１０ 県大会出場
個人戦 ベスト８ 県大会出場 片山咲風・日笠朝樹ペア
備前西南ブロック大会

・剣道部

個人戦 第２位 片山咲風・日笠朝樹ペア

備前西地区大会 男子団体 県大会出場
男子個人 第３位 県大会出場 遠藤剣太
県大会出場 細川裕真

・陸上競技部 備前西地区大会 女子四種競技 第２位、女子１００ｍH 第５位 県大会出場

・陸上競技部

小野芽衣果

女子８００ｍ 第４位、女子１５００ｍ 第４位 県大会出場

難波星良

１年女子１００ｍ 第６位 県大会出場

吉岡 花

男子８００ｍ、２年男子１５００ｍ 県大会出場

三宅煌祐

１年男子１５００ｍ 県大会出場

矢野匡真

１年女子８００ｍ 県大会出場

石堂真悠

第 70 回岡山市中学高校一般各部対抗陸上競技大会

・陸上競技部 第 49 回岡山県中学生陸上競技選手権大会

第２位

小野芽衣果

女子 2 年１００ｍ 第 3 位

小野芽衣果

女子中学２００ｍ

女子１５００m 第３位

難波星良

男子２年１５００ｍ 第３位

三宅煌祐

★3 年ぶりの吹奏楽祭が開催されました。大きな晴れ舞台での思い出に残る演奏になりました。
令和４年度

第５９回 岡山県中学校吹奏楽祭

５．福南中学校

６月１８日（土）倉敷市民会館 大ホール

指揮

全力少年

岡 智彦

スキマスイッチ 作曲，山里佐和子 編曲

シュガーソングとビターステップ

田淵智也 作曲，西條太貴 編曲

＜今後の主な予定＞
・７／ １（金）集金日、個人懇談⑤
第 3 回 PTA 本部役員会、給食運営委員会

・７／１２（火）交通教室、1 年学年集会
２年ワックスがけ

・７／ ４（月）期末考査①、給食なし

・７／１３（水）３年球技会

・７／ ５（火）期末考査②、給食あり

・７／１４（木）パフォーマンス大会（１・２・３年）

・７／ ６（水）健全育成教室

１年ワックスがけ、給食最終日

・７／ ７（木）答案返却①

・７／１５（金）学年集会（２・３年）

・７／ ８（金）答案返却②、避難訓練

・７／１７（日）「家庭の日」

Chrome book 持ち帰り
・７／１１（月）３年ワックスがけ

※毎月第３日曜日は「家庭の日」
・７／１９（火）大掃除、表彰・終業式、学活

※個別懇談では、お忙しい中、懇談の時間を作っていただき、誠にありがとうございました。
コロナ禍の中、予定変更の場合は、その都度ご連絡いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。

