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茂 原 市 立 茂 原 中 学 校
生徒数 42４人（1年1３０人・2年1４５人・3年1４８人）
発行者
山 田 育 雄
電 話 ０４７５－２２－２３２０
【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

今年の１月の学校便りに私は、「輝く２９
年１年間に夢と希望を」・・人間力＝自己判
断力を身に付ける年に・・と書きました。
平成２９年もあと１ヶ月。１２月をむかえ
１年間の時の流れの速さを改めて感じます。
この１年間、子どもたちは日々いろいろな
経験をし、変化にも対応しながら成長しまし
た。自分では気づいていないかもしれません
が、学校生活における授業や部活動、学年・
学校行事等を通して、着実に心身が成長し、
人間力＝自己判断力の向上した１年間だった
と感じています。
私は子どもたちに、この１２月は自分の１
年間を振り返り、やってきたことや学んでき
たことを省みて、見つめ直して欲しいと思い
ます。そして新しい年に向けて自分の目標を
立て、来年１年間をどんな年にするか夢や希
望を抱き、計画し、人間力＝自己判断力をさ
らに向上させるための１ヶ月にしてほしいと
思います。
子どもたちが、心身共により大きく成長す
るためには、いろいろな困難や苦難が待って
いる中、心の強さ、何事にも自分の気持ちを
奮い起こし、努力する事が大切だと考えます。
同時に現在の自分の時間の使い方を考えを
振り返ってみて下さい。いかに時間を有効に
使うかが大切です。
「時間について」
１日の２４時間、１年間の３６５日は皆平
等の時間です。重要な事は平等な時間を、人
それぞれどうのように過ごしているかです。
ただ漠然と目標、方向性がなく過ごすのか、
しっかり自分のやりたいこと・目標、方向性
を明確に持って使っているかでは人の成長に
大きな違いが出てきます。
３年生はこれから自分の進路決定に向けて
大変ですが、自分だけではないです。日本中
の中学校３年生が、自分の進むべき方向性の
決定に向けて取り組んでいます。
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悩み・不安を感じることは皆同じです。
１日の２４時間は日本中の受験生は同じ
なのです。同じ時間の中で、受験に向けて
どう計画的に学習に取り組むか、進路決定
をどのように考えるかです。「どこに行くか
でなく、１０年後・２０年後の自分の人生
の基礎をどのようにつくるかが大切です。
それには次のステージで、いかに時間を過
ごすか。」が大切だと思います。
１年生、２年生の部活動に入っている生徒
は、６月・７月に比べ、１時間半は家にい
る時間が長くなります。
この冬場の部活時間が短くなる中を、学
習向上と来年の総合体育大会に向けて、い
かに有効に時間を使っていくのかが大切だ
と思っています。家庭学習や部活動の自主
トレーニングは先生や親に言われてやるの
でなく、時間の使い方を考え、自分で計画
を立て、目標達成をイメージし励むことで、
今後の学習成績と来年の総合体育大会の結
果に表れます。そして「負けるまで勝ち続
けた」後の宝物が決まります。
１日は２４時間、１時間は６０分。決ま
った時間の使い方が重要なのです。目標や
方向性を明確にし、準備・計画をしっかり
しての取り組みで３０分が１時間の意味を
持つよう時間の使い方を考えてほしいと思
います。
子どもたちは、
来たるべき、夢の
ある輝く来年、そ
してこれからの長
い人生のために、
今年１年間を振り
返り、そして新しい目標をたて、時間とい
うものを考え・意識してほしいと思います。
輝く来年１年間のために。・・・・・
そして、これからの人生のために・・
（文責 校長 山田育雄）

【美術】

第35回明るい社会づくりポスターコンクール
＜特別賞＞
千葉県市長会・会長賞 永渕 優菜
千葉日報社・社長賞
神永真悠子
茂原市社会福祉協議会会長賞
加瀬 陽美
東総推進協議会会長賞 畠山 真菜
＜銀賞＞濱辺 百華 ２年
＜銅賞＞富樫奈々枝 ２年

１年
１年
２年

１年

池田 凌 ２年

【社会】
図書館を使った調べ学習コンクール
＜副館長賞＞ 木津谷海乃
３年
＜佳作＞
加瀬 陽美
２年
【ソフトテニス】
第２４回白子カップテニス・ソフトテニス大会
＜１年男子＞ 優勝 北田航輝・山田創太組
【空手】
第５３回和道会全国空手道競技大会
＜中学生女子＞形 優勝 井桁 芽香 １年
第６回千葉県選抜中学生空手道選手権大会
＜１年女子＞ 形 優勝 井桁 芽香 １年
【剣道】
茂原市民体育祭
<男子個人> 優勝
<女子個人> 優勝
準優勝
第３位

柳川幸太郎
菊池 香凜
伊藤 はるか
杉木 慧都

２年
１年
２年
２年

12.1 実力テスト(全学年) 部活動朝練中止
5 部活動後援会費Ⅲ期分集金(～12/8)
6 プロフェッショナルに聞く(２年)
カウンセリング体験（１年４組）
9 ＰＴＡ運営委員会
10 千葉県中学校新人大会剣道個人
11 ＥＬＴ着任
12 三者面談(～12/15)
17 千葉県中学校新人大会剣道団体
18 東上総教育事務所指導主事要請訪問 （道徳）
19 評議会 20 専門委員会
22 後期前半終了、生徒集会
25 冬季休業(～1/9)
1.９ 後期後半開始・避難訓練・全校集会
校内書初め展（～31日）
10 実力テスト(3年)
13 新入生制服採寸
16 茂原市中学生議会
19 茂原市教育研究集会
のため12:40下校
20 英語検定
新入生説明会
22 振替休業
27 漢字検定9:00
2.2
3
7
13
14
16
19
20
21
23

公立高校前期選抜出願
ＰＴＡ運営委員会 部活動後援会理事会
３年後期期末テスト
公立高校前期選抜検査１日目
公立高校前期選抜検査２日目
１・２年学級・学年ＰＴＡ総会
部活動中止(22日朝練まで)
前期選抜発表
１・２年後期期末テスト
１・２年後期期末テスト
公立高校後期選抜出願

☆ お知らせ１
日本ハムファイターズ・高梨投手来校
１２月１３日（水）に本校の卒業生で、現在
日本ハムファイターズ・高梨投手が来校されま 3.1 公立高校後期選抜検査
5 ３年生を送る会
す。
7 後期選抜発表
１１時２５分からトークショーや質問、また、
10
卒業式 12 振替休業
吹奏楽部による応援歌の演奏を行います。
14
1・2年学力テスト
保護者の皆さんのご来校をお待ちしていま
23
平成２９年度修了式
す。
30 離任式

下校時刻

11/21～16:45
1/９～16:45
1/23～17:00
2/ 6～17:15

☆ お知らせ２
茂原市文化祭の開催について
第６６回茂原市文化祭が下記の期間、茂原市
立美術館にて開催されております。
生徒達の作品をご覧いただけますようご案内
致します。
◎ カウンセリングのご案内
〇 展示期間
ご相談については、相談日は直通電話（２３－８１５
１２月７日（木）～１３日（水）
５）に、それ以外の日は担当（三橋教諭・灰野養護
〇 時 間 ９：００ ～ １７：００
教諭）に連絡して予約してください。
○ 相談日 １２月 ６･１３･２０日
１階 ロビー
（美術）
１月１０･１７･２４日
２階 市民ギャラリー（書写）

