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【学校教育目標】「未来を展望する創造的な知性と、たくましい体力を持った心豊かな生徒の育成」
【めざす学校像】○ 友だち同士、心の通う楽しい学校
○ わかる喜び、学びの学校
チーム茂中
○ 感動あふれる、生き生きとした学校

「あたりまえである喜びに感謝」
学校便り７月号に私は、「成長は無限」
心技体が成長するためにという内容で４つの
ことを書きました。
①人と比べない
②素直な気持ちで何事も受け入れること
③あたりまえであることの喜び
④ほんとうの強さについて
でした。
本年度の運動会を終了して１ヶ月がたちま
した。私は９月９日をふり返って見て、学校
便り７月号の「成長は無限③のあたりまえで
あることの喜び」をあらためて感じました。
９月９日（土）茂原中のグラウンドにいた
全生徒・職員・保護者、地域の方が感動と喜
びと充実感で一日を過ごせました。
「あたりまえ」のように、運動会当日を感
動と喜びと充実感で過ごせたことに、心より
幸せを感じ感謝したいと思いました。
運動会当日私は、子どもたちのたくましさ
と輝く将来の姿、子どもたちの成長は無限だ
ということを再確認しました。多くの保護者
・地域の皆様、来賓の方々も同様だったと思
います。
運動会の閉会式での校長あいさつで私は、
総合優勝、応援優
勝、色別リレー、学
級対抗リレーなど結
果は発表されました
が、私は、みなさん
全員が「優勝」だと
思います。
今日１日と、これまでの時間に大きな自信
をもってください。すばらしい１日でした。
と話しました。１ヶ月たち運動会でのいろい
ろな場面が思い出されます。
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先生方と子供たちが、必死になり、楽しそ
うに一日を過ごしていました。ある２年生の
生徒が運動会練習の２日目に話した言葉に私
は運動会当日の成功を確信しました。応援団
ではなく一般団員の２年生の生徒は学年主任
に、練習の２日目なのに「楽しいです、では
なく、運動会当日が楽しみです」と話したの
です。
運動会当日での、子供たち一人一人の真剣
な顔、前日に肩をケガした子が、ギブスで肩
を固めながら、テント応援でなく自分の団の
ために１点でも取ろうとする姿、応援合戦で
は、各団６分という限られた時間に、すべて
を凝縮し演技する姿は輝いていました。騎馬
戦では、悪天候のため対戦練習がほとんどで
きない中、本番は応援団の指示により、防御
の体型が自然とつくられ、リーダー騎による
攻撃の指示がされていました。そして、運動
会種目の最後、色別リレーでの各色の代表走
者は、各チームの願いを背負って必死で走り
ました。各チームの応援席では、一人として
無関心な子はいませんでした。全員が、グラ
ウンドで展開されるレースを固唾を飲み、力
限りに声援をおくる情景に心が震えました。
閉会式での結果が発表された瞬間の子供た
ちの悲喜こもごもの表情、そして閉会式後の
各団の解散式での、応援団員の一人一人の言
葉、各団の先生方の言葉、それを聞き入る子
供たちの表情は、その年の運動会での宝物を
表す最後の輝きでした。
そして運動会のすべて
が終わり、後片付けの終
わった後には、運動会ま
での練習と当日１日の時
間、子供たち・先生方、
保護者の姿が、何もなくなったグラウンドに
蘇ってきました。
次は、１０月２８日の茂原中学校体育館で
す。「合唱コンクール」という輝く時間で、
子どもたち、我々職員・保護者が大きな宝物
と出会えることを楽しみにしています。
（文責
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【水泳】
千葉県中学校新人体育大会
男子５０ｍ自由形 優勝 髙木健汰（２年）
男子５０ｍ背泳ぎ ６位 髙木健汰（２年）
【柔道】
長生郡市新人体育大会
男子団体 予選リーグ敗退
男子個人５０ｋｇ級準優勝 山本陸斗（２年）
男子個人６０ｋｇ級準優勝 石上航輝（２年）
男子個人６６ｋｇ級優勝 鈴木悠也（１年）
男子個人８１ｋｇ級３位 安田 悟 （１年）
【陸上競技部】
長生郡市新人
体育大会
男女総合
３位
男子総合
３位
女子総合
準優勝
男子1年100m ４位 戸田雅哉 （１年）
男子1年100m ６位 伊藤光諒 （１年）
男子２年100m ５位 吉野康太 （２年）
共通200m
３位 大西弘峰 （２年）
共通４００m
優勝 大西弘峰 （２年）
共通４００m
３位 岡本怜士 （２年）
共通800m
優勝 齋藤僚規 （２年）
共通１５００m ４位 齋藤僚規 （２年）
共通１５００m ５位 高地 空 （２年）
共通3000m
４位 高地 空 （２年）
共通110ｍＨ ２位 戸田雅哉 （１年）
共通砲丸投 優勝 岡本怜士 （２年)
共通走幅跳 優勝 吉野康太 （２年）
共通走幅跳 ３位 伊藤光諒 （１年）
男子共通4×100mR ４位
女子1年100m ３位 松本詩生 （１年）
女子1年100m ４位 佐藤遥菜 （１年）
2年１００m
優勝 髙橋愛織 （２年）
共通２００m
４位 佐藤遥菜 （１年）
共通２００m
５位 小寺由真 （１年）
共通800m
４位 目黒由梨香 （２年）
共通1500m
３位 目黒由梨香 （２年）
共通100ｍＨ ２位 髙橋愛織 （２年）
共通走高跳 ２位 小寺由真 （１年）
共通走幅跳 優勝 松本詩生 （１年）
共通砲丸投 優勝 武田あまね （２年）
女子共通4×100mR 優勝
【ソフトテニス】
千葉県中学校支部対抗ソフトテニス大会
女子団体長生選抜 ３位
江沢采香・髙山咲恵（２年)
長生郡市新人体育大会
男子団体 準優勝
女子団体 ２回戦敗退
１年男子３位 北田航輝・山田創太（１年）

【剣道】
長生剣道連盟剣道大会
男子団体 優勝
女子団体 優勝
長生郡市新人体育大会
男子団体 優勝
女子団体 優勝
男子個人 優勝 柳川幸太郎（2年）
３位 高師颯泰（２年）
女子個人 優勝 伊藤はるか（2年）
３位 菊池香凜（１年）
【野球】
長生郡市新人体育大会 ３位
【バスケットボール】
長生郡市新人体育大会
男子 ２回戦敗退
女子 １回戦敗退
【サッカー】
長生郡市新人体育大会
決勝進出（１０月７日） ＶＳ 南中

【文化面】
長生郡市英語発表会
（暗誦の部）
１年の部第１位 丹羽南菜己・上塚優弥
２年の部第１位 處 友美
３年の部入賞
池澤 結
卓球は１０月１４日から新人戦が始まります。
文化面の残りは、１１月号で掲載します。
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郡市新人戦
（サッカー・剣道・バスケ・バレー）
教育実習開始（英語科）
郡市音楽発表会（市民会館）
学力テスト（3年）
教育実習開始（社会科）
家庭科ふれあい体験(～5日）
生徒会立会演説会，役員選挙
前期終業式
英語検定，ＰＴＡバレーボール大会
体育の日
後期始業式，生徒会役員任命式
長生郡市駅伝大会
3年進路説明会(午後)
郡市新人戦（卓球）
茂原市少年の主張大会
(東部台文化会館)
ＰＴＡ研修視察（味の素・横浜）
授業錬磨公開 学校公開（～27日）
合唱コンクール
振替休業日

◎ カウンセリングのご案内
ご相談の方は、直通電話（２３－８１５５）または担
当（三橋教諭）に連絡して予約してください。
○相談日10月４・1１・1８・２５日１１月は毎水曜日10:30～16:00

