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長かった夏休みも終了し、昨日から２学期がスタートし

ました。今年は冷夏と思いきや暑い日々が続きました。そ

のような中、きっと有意義な夏休みを過ごすことができた

のではないかと思っています。

頭と体を「２学期モード」に切り替え、早く生活のペー

スを元に戻して欲しいと思います。

中体連の大会をはじめ、様々な大会で南中

生が活躍をしてくれました。特に中体連の夏

季大会では、惜しくも入賞を逃しましたが、

精一杯頑張る南中生の姿に感動をしました。

表彰伝達のあった生徒たちを紹介します。

なお、☆は県大会出場を示します。

○郡中体連夏季水泳大会

男子総合 準優勝

男子４× 100mフリーリレー 第 3位

３年２組 ○○○○さん

３年２組 ○ ○○さん

１年１組 ○○○○さん

３年２組 ○○○○さん

男子４００ m自由形

第１位 ３年１組 ○○○○さん

第２位 ３年１組 ○○○○さん

男子１５００ｍ自由形

第１位 ３年１組 ○○○○さん☆

男子２００ｍ個人メドレー

第３位 ３年２組 ○○○○さん

第１位 ３年２組 ○ ○○さん☆

男子 4００ｍ個人メドレー

第２位 ３年２組 ○○○○さん☆

女子１００ｍ自由形

第２位 ３年２組 ○○○○さん

女子２００ｍ自由形

第１位 ３年２組 ○○○○さん

男子２００ｍ自由形

第３位 ２年１組 ○○○○さん

第１位 ３年２組 ○○○○さん

男子１００ｍ背泳ぎ

第３位 １年１組 ○○○○さん

男子５０ m自由形

第７位 １年１組 ○○○○さん☆

第４位 ３年２組 ○○○○さん☆

男子１００ｍ自由形

第４位 ３年２組 ○○○○さん☆

○郡中体連夏季バドミントン大会

男子ダブルス 第３位 男子シングルス

３年１組 ○○○○さん☆ 第５位 ３年１組 ○○○○さん☆

３年１組 ○○○○さん☆

8･９月の行事予定
日 曜 行事・その他

28 水 始業式･基礎基本テスト

自転車点検
29 木 1･2年確認テスト

3年実力テスト④

30 金 短縮 専門委員会

3年発育測定
9/2 火 ⑥歳→水③ 2年発育測定

3 水 短縮①②③④⑥

1年発育測定

4 木 集金日
8 日 県新人大会（水泳）

9 月 ⑥カット 部活動中止

11 水 登校指導

12 木 1年林間学校保護者説明会
SC来校

14 土 郡新人大会(ﾊﾞｽｹｯﾄ、ﾊﾞﾚｰ、

ﾃﾆｽ､ｻｯｶｰ)

15 日 郡新人大会(野球、ﾊﾞｽｹｯﾄ、ﾊ
ﾊﾞﾚｰ、ﾃﾆｽ､ｻｯｶｰ)

16 月 【敬老の日】

郡新人大会(野球）

18 水 登校指導
21 土 郡新人大会(体操、野球、ﾊﾞ

ﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)

22 日 【春分の日】

郡新人大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）
23 月 【振替休日】

24 火 ⑥体育祭練習

体育祭係別打合せ

25 水 1年林間学校①
3年実力テスト⑤

26 木 1年林間学校② SC来校

27 金 1年林間学校③

30 月 ②～④体育祭予行
⑤･⑥体育祭準備

◆完全下校 １８：００

邑楽町立邑楽南中学校 学校だより

おうなん



○郡中体連夏季サッカー大会 第３位 ○郡中体連夏季ソフトテニス大会

女子団体 第３位

○郡中体連夏季軟式野球大会 第３位 女子個人 準優勝

３年１組 ○○○○さん☆

○郡中体連夏季体操競技大会 ３年１組 ○○○○○さん☆

男子団体総合 優勝☆

男子種目別鉄棒 ○東部地区吹奏楽コンクール 銅賞

第３位 ３年１組 ○○ ○さん

第１位 ３年１組 ○○○○さん ○県中学校総合体育大会水泳大会

男子種目別跳馬 男子１５００ m自由形

第２位 ３年１組 ○○○○さん 第４位 ３年１組 ○○○○さん

男子種目別ゆか

第３位 ３年１組 ○○○○さん ○邑楽町民ソフトテニス大会

男子個人総合 中学生男子の部 第３位

第２位 ３年１組 ○○○○さん １年１組 ○○○○さん

女子団体総合 第３位 １年３組 ○○○○さん

女子種目別跳馬

第３位 ３年２組 ○○○○さん ○郡中体連新人水泳大会

女子個人総合 男子５０ｍ自由形

第４位 ３年２組 ○○○○さん 第２位 １年１組 ○○○○さん☆

女子個人 ３年２組 ○○○○○さん☆ 男子１００ｍバタフライ

３年２組 ○○○○さん☆ 第３位 １年１組 ○○○○さん☆

女子種目別平均台 男子１００ｍ平泳ぎ

第３位 ２年２組 ○○○○さん 第３位 １年２組 ○○○○さん

男子２００ｍ平泳ぎ

第２位 １年２組 ○○○○さん

郡中体連新人大会の予定
もう水泳は終わってしまったのですが、その他の種目は以下の予定で行われます。

○体操…９月２１日（土）大泉町民体育館

○軟式野球…９月１６日（月）２１日（土）２２日（日）大泉町民球場

○バスケットボール…９月１４日（土）１５日（日）大泉南中学校

○女子バレーボール…９月１４日（土）１５日（日）千代田総合体育館

○ソフトテニス…９月１４日（土）１５日（日）大泉町南公園テニスコート

○バドミントン…９月２１日（土）２２日（日）邑楽町民体育館(21)大泉町民体育館(22)

○サッカー…９月１４日(土)１５日(日)千代田総合運動公園

２年生が中心となってからほぼ一か月が経ちました。暑い夏の日々の練習で積み上げた最大

限の力を発揮してもらいたいと思います。応援、よろしくお願いします。

10月の主な予定
１０月は様々な行事が予定されています。主な

ものを紹介しておきます。
･ １日(火)体育祭
･ ９日(水)２年職場体験①
・１０日(木)２年職場体験②
・11日(金)立会演説会･生徒会選挙
･17日(水)中間テスト
･23日(水)授業参観･懇談会
．29日(火)3年実力テスト
･31日(木)校内合唱コンクール

保健だよりや学年通信で、すでに何度か

治療勧告をしてきました。多くの日とが夏

休み中に受診したと思います。

もしまだ受診していない人が。

いたら、なるべく早く受診を

しましょう。よろしくお願

いします。

治療は済みましたか？


