
 

 

 

 

 

 

心からの挨拶の重さ 

校長 北見 朱美 

今月の全校朝礼ではあいさつ運動に関連して｢心からの挨拶の重

さ｣について話しました。登場人物の野球少年は、現在はどんな大人

に成長しているのでしょうか? 

朝礼では時間の都合で触れることのできなかったので、｢挨拶の重

さ｣について３つの言葉を紹介します。私よりもはるかに長く校長職

を務めていらっしゃる先輩校長先生の素敵な式辞から見つけ、私自

身も共感したものです。 
 

 

｢ありがとう｣の言葉のかずだけ、人は優しくなると言われます。 

 

ありがとう｣と感謝の心を表すことで、人は相手の優しさを謙虚に受けとめることできるよう になり

ます。そしてそのことが自分の心を清らかにし、人に対して、より一層、謙虚になり感謝 の気持ちで優し

く振る舞うことができるようになります。 

  ありがとうの言葉のかずだけ、人は優しくなる。 

 
｢ごめんなさい｣の言葉のかずだけ、人は賢くなると言われます。 

 

人は時として心ならずも過ちや失敗を犯してしまうものです。けれどもその時に心から｢ごめん なさ

い｣と謝ることができれば、過ちや失敗が薄められ人との関わりも元のようになめらかに なる事が数多

くあります。そしてそのたびごとに同じことを繰り返さないように様々な方法を 学び取り、良い関わり

方や身の処し方についての知恵や技を身に付けることができるのです。 

  ごめんなさいの言葉のかずだけ、人は賢くなる。 

 
｢さようなら｣の言葉のかずだけ、人は人の愛を知ると言われます。 

 

人は別れの時になって初めて、多くの人に大切にされてきたことに気付くものです。 

教室で支え、励ましてくれた友達の優しさや思いやりも、別れる今になって改めて強く感じている ので

しょう。また、これまで様々にお世話をしてくださった、担任の先生方の心遣いや温かな愛  情を改めて

感じていることでしょう。このような別れの時を繰り返す中で、人は人の愛を知り、その体験を通して多

くの人に愛情をもって接することができるようになるのです。 

さようならの言葉のかずだけ、人は人の愛を知る。 

 

挨拶を気持ちよくするという習慣は、人によろこびをもたらします。本校は現在も多くの地域の皆

様にお褒めの言葉をいただいています。教えられ、求められてする挨拶も必要な礼儀です。 

それと同様に今後は互いを癒やし合い、成長できる挨拶を校風としてつくり繋いでいきましょう。 
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南が丘通信 

教育目標 

進んで学び深く考え、積極的に行動する人 

思いやりの心を持ち、互いに協力する人 

心身ともに健康で、創造力のある人 
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☆☆ 10月 25日（木） 東京都特別支援設置学校総合体育大会「陸上競技大会」開催 ☆☆ 
 

10月 25日（木）駒沢オリンピック公園総合運動場において、東京

都特別支援設置学校総合体育大会「陸上競技大会」が開催されました。 

大会の結果は次の通りです。 

 

3年男子 100m 第 3位 古賀峻太郎くん 

3年女子 200m 第 3位 日浦咲さん 

1年女子 800m 第 3位 土田彩絵子さん 
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☆☆ 11月 5日（月） 専門委員会認証式 ☆☆ 
 

 11月 5日（月）の朝礼において、2年 A組、生徒会長の野平海人く

んから、各専門委員会の代表生徒に委嘱状が渡されました。 

南が丘中学校の多くの生徒の活動の中心が、3年生から 2年生へと

引き継がれます。 

生徒会長、生徒会役員、専門委員会委員長のあいさつを紹介させて

いただきます。 

 

生徒会長になりました 2年 A組の野平海人です。

僕は役員選挙の公約として、南が丘中学校をこれま

で以上に活発な学校にすることを掲げました。この

公約通り、学校をよりよくするために努めていきま

す。皆さん、よろしくお願いします。 
【生徒会長 2年 A組 野平海人くん】 

 

 生徒会役員になりました 2 年 A 組の熊谷日夏です。

役員として 1年目ですので分からないこともあるか

と思いますが、2つの公約を達成し、よりよい学校

生活につなげていきます。皆さん、よろしくお願い

します。  【生徒会役員 2年 A組 熊谷日夏さん】 

 

 生徒会役員になりました 2 年 B 組の小林篤生です。

僕は、これまでの生徒会役員の経験を活かして、こ

の南が丘中学校をよりよい学校にしていけるよう頑

張ります。皆さん、よろしくお願いします。 
【生徒会役員 2年 B組 小林篤生くん】 

 

 僕は、南が丘中学校が、これまで以上に、元気で

明るく、挨拶であふれかえるようにしていきたいと

思っています。これから、一生懸命頑張っていきま

すので、ご協力をお願いします。 
【生徒会役員 1年 B組 鵜飼晃多くん】 

 

 私は、生徒全員が笑顔で登校できるような快適に

過ごせる学校にしたいです。そのために、全員で、

ルールを守って生活をしましょう。皆さん、よろし

くお願いします。 
【生徒会役員 1年 B組 河内夕奈さん】 

 

 

 

 

 

 南が丘中学校の皆さんが、今より、「もっと学校

に来たい！」と思える明るく楽しい南が丘中学校に

していきます。 
【生徒会役員 1年 B組 駒井千夏さん】 

 

 文化発表会を終え、入試まで、およそ 4ヶ月とな

りました。全員が勉強に集中することのできる環境

をつくれればと思っています。皆さんのご協力をお

願いします。 
【第 3学年学級委員長 3年 C組 大塚郁実さん】 

 

 第 2学年学級委員長として、みんなをしっかりま

とめていきます。また、常に主体性をもって行動す

る学年になれるよう努力していきます。皆さん、よ

ろしくお願いします。 
【第 2学年学級委員長 2年 C組 滝澤裕麻さん】 

 

 第 1学年の学級委員の代表として、責任をもち、

各クラスの学級委員と協力し、1年生がよりよく楽

しい学年になるよう努めていきます。 
【第 1学年学級委員長 1年 B組 大沢柚杏さん】 

 

 生活委員会のスローガンに掲げたように、№2と

しての自覚をもって日々の仕事を行い、笑顔でいら

れる学校をつくっていきます。皆さん、よろしくお

願いします。【生活委員長 2年 B組 長野冬和さん】 

 

 美化委員長になりました 2年 A組の石井明香音で

す。委員長として、自覚と責任をもち、委員会を

引っ張っていけるよう精一杯頑張ります。皆さん、

よろしくお願いします。 
【美化委員長 2年 A組 石井明香音さん】 

 

 

 

専門委員の認証の様子 



 保健委員長になりました 2年 C組の小笠原翔太で

す。はじめての経験ですが、頑張っていきます。皆

さん、よろしくお願いします。 
【保健委員長 2年 C組 小笠原翔太くん】 

 

 私は、多くの人たちに、給食について、もっと関

心をもってもらえるようにしたいです。そのために、

毎月の活動では、より力を入れ、給食の大切さを伝

えていけるよう努力します。皆さん、よろしくお願

いします。 【給食委員長 2年 A組 齋藤乃笑さん】 

 図書委員会では、これまで図書室を利用しなかっ

た人も「図書室に行きたい！」と思える図書室を目

指していきます。失敗も多々あるかと思いますが、

皆さん、よろしくお願いします。 
【図書委員長 2年 B組 木村優花さん】 

 

 放送機器の不具合により、現在は、昼の放送にお

いて音楽が流すことができません。音楽に頼らない

放送ができるように委員長として委員会を引っ張っ

ていきます。【放送委員長 2年 B組 樋口泰樹くん】 
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☆☆ 10月 27日（土） 練馬区立南が丘中学校「避難拠点運営連絡会・防災訓練」開催 ☆☆ 
 

 避難拠点とは、大きな地震や災害が発生したときに、被害にあった地域の人々が安心して避難生活を送る

ことができるように、場所や食料、情報等を提供する場所です。 

 10月 27日（土）の 9時 30分～12時に、南が丘中学校において、「避難拠点運営連絡会・防災訓練」が

実施されました。当日の訓練は、AED・心臓マッサージ体験、消化器による消火体験、火災等の煙体験、防

災グッズの展示、炊き出しの試食等が行われました。避難拠点運営連絡会のスタッフの皆様、消防署、消防

団、練馬区防災課および職員の方々、南が丘中学校の PTAの方々のご指導ご支援のもとに、地域の方々、そ

して、100名を越える南が丘中学校の生徒たちが、災害発生時の様々な体験を通して、学びを深めることが

できました。 
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南が丘中生徒制作ポスターの掲示    PTAの方々によるカレーづくり        避難拠点受付の設営         煙体験ハウスの設営 

ガスバーナーの設営        AED・心臓マッサージの様子       AED・心臓マッサージの様子       けが人等の運搬訓練         

煙体験ハウスの設営 

炊き出しアルファ米の準備        けが人等の運搬訓練            消火器訓練           ガスバーナー着火訓練 

訓練 

ガスバーナー着火訓練         東日本大震災の映像         東日本大震災のパネル展示       訓練後の炊き出し試食会 

」 

訓練 
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☆☆ 11月 4日（日） 「谷原地区祭」開催 ☆☆ 
 

 石神井東中学校会場において、谷原地区祭が開催されました。地元の野菜の販売など、様々な出店があ

りました。 

 開会式後、石神井東中学校吹奏楽部の演奏、谷原中学校吹奏楽部の演奏に続き、南が丘中学校吹奏楽部

の演奏が行われました。 

 また、当日は、7名の生徒がボランティアとして参加しました。地域の行事に参加することで、社会の一

員としての学びを深めることができたのではないでしょうか。参加していただいた生徒の皆さん、ありが

とうございました。 ※ 12月 16日（日）には、南が丘中学校において谷原地区祭が開催されます。 
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☆☆ １1月の主な予定 ☆☆ 
 

11月 6日（火） 第 2学年校外学習 

11月 9日（金） 第 1学年校外学習 

11月 10日（土） 学校公開・セーフティ教室（光が丘警察署） 

11月 13日（火） PTA講習会 10：00～ 

11月 15日（木） クリーン運動 

11月 16日（金） E組合同文化発表会 

11月 19日（月） 期末考査（理科、社会、技術・家庭） 

11月 20日（火） 期末考査（英語、美術、保体）、学校保健委員会 14：00～ 

11月 21日（水） 期末考査（国語、数学。音楽） 

11月 22日（木） 第 1学年防災訓練（石神井消防署） 

11月 28日（水） 開校 40周年を祝う会・実行委員会 15：00～ 

11月 29日（木） 第 1学年歯科検診 

11月 30日（金） PTA通学路パトロール 
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☆☆ その他 ☆☆ 
 

□ 11月 5日（月）より、衣替えとなりました。上着の着用をはじめ、寒暖に応じた服装のマナーについ

て、ご家庭におかれましてもご確認をお願いいたします。 

□ 登下校中のマナーについて、大声を出すなど、地域の方々に配慮した言動について指導させていただい

ております。ご家庭におかれましても、ご協力をお願いいたします。また、土曜日や日曜日の部活動や学

校開放（地域団体の使用）に伴う早朝の近隣への配慮につきましても同様の指導を行っております。併せ

てご確認いただき、ご理解ご協力をお願い申し上げます。 

□ 南が丘中学校は、これまで通り、地域・保護者の皆様に大切にされる学校を目指して参ります。本校の

教育活動に、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

運営ボランティア生徒①       運営ボランティア生徒②        運営ボランティア生徒③       運営ボランティア生徒④ 

吹奏楽部演奏準備の様子①       吹奏楽部演奏準備の様子②      吹奏楽部演奏準備の様子③       吹奏楽部演奏準備の様子④ 

 

 

    


