学校だより

第９号

Ｈ３０．１．９

茂 原 市 立 茂 原 中 学 校
生徒数 42４人（1年1３０人・2年1４５人・3年1４９人）
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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

昨年は本校教育の推進のために、保
護者の皆様や地域の皆様に多大なご支
援・ご協力を賜りありがとうございま
した。
本年も昨年同様、「チーム茂中」と
して、茂原中学校をよろしくお願いい
たします。全職員力を合わせ、子ども
たちの成長のために全力で頑張ってい
きたいと思います。本年が、保護者の
皆様、地域・関係皆様、そして本校茂
原中学校全生徒にとって、すばらしい
年になることを期待いたします。
元日に行われた実業団駅伝、２日・３日の
大学箱根駅伝を食いって見ていました。必死
に長い区間を走り、自分の限界までの走りで
次の走者に襷をつないで倒れ込む選手、ＴＶ
に姿が流れている陰で、多くの仲間が声援を
送り、サポートしているチームメイトの様子
に、人生の縮図やドラマを感じるからです。
大学駅伝は、昨年の箱根駅伝から一年間、苦
しい練習と自己との戦い・仲間との競争を経
て選ばれた代表が、大学の名と先輩・仲間と
多くの関係者の思いのこもった襷を次の走者
に渡す戦いです。『ひたすら、仲間に襷をつ
なぐことを考え、２０数キロを走り抜く。よ
れよれになりながらも必死に襷をつなごうと
歯を食いしばる。しかし、トップが襷をつな
いでから２０分が経過すると、残り２０ｍで
も襷が途切れてしまう。倒れ込むチームメイ
トを見ながら繰り上げスタートで走っていく
走者の思い。』そこに、人が生きていく人生
というものの原型を感じました。
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１２月に長柄町の６区間を襷でつなぐ長
柄町駅伝に本校野球部３チームと、私の仲
間で結成しているランニングチームが参加
しました。応援に来ていただいた保護者の
方々にも駅伝の魅力を感じていただき喜ん
でいただきくことができました。実業団駅
伝・大学箱根駅伝とは比較にはなりません
が、自チームの次の走者に襷をつなぐとい
う自分の責任感と、言葉では表現できませ
んが、手は抜けないという思いを抱き、み
んな、自分の力以上に必死で走りました。
私は、駅伝の「襷をつなぐ思い」は、学
校のあるべき姿でもあると感じています。
茂原中学校の７０年という歴史と伝統、多
くの卒業生の母校への思い、地域の方々の
期待という襷を、職員・在校生が次の世代
へとつないでいかなければいけません。具
体的に考えると、生徒の自主活動・あいさ
つ・無言清掃・各委員会の活動・生徒会活
動・部活動、そして入学式・卒業式や運動
会・合唱コンクール等の学校行事で、茂原
中学校の生徒である誇りと意識を持って一
生懸命頑張ること。そうしたことが感動と
喜びと輝く時間という
宝物が詰まった襷であ
るのではないでしょう
か。我々職員と在校生が力を合わせ、本年
度もつないでいきたいと思います。

３年生は、自分の人生の方向性を決める、はじ
めての試練である「受験」が待っています。自分
一人が苦しいのでありません、全国の中学校３年
生が同じ時期を過ごしています。誰もが経験する
試練です。焦らないでください。心に「ゆとり」
を持って立ち向かってください。逃げないで一歩
一歩、自分のできる努力をすることです。今でき
る努力を精一杯することがこれからの人生の宝物
になります。どのような進路に進むかでなく、大
切なことは進んだ進路先で「何をするか」「何を勉
強し・経験するか」です。これからの人生は長いで
す。１０年後、２０年後のために。（山田育雄）

【ソフトテニス】
長生郡市近隣中学校交流大会
女子団体 準優勝
【バスケットボール】
ちばジュニア強化指定選手 ２年 田邉将熙
【バレーボール】
第２回茂原カップ
チャレンジトーナメント ３位
【剣道】
菜の花杯剣道大会 女子団体 ３位
【ライフセービング】

全日本ジュニア／ユースライフセービング・プール競技会
ラインスロー 優勝 ３年 木津谷海乃
【美術】
〇第66回茂原市文化祭小中学校書写・美術展
絵画の部
議長賞 ３年 永野萌佳
入選
１年 丹羽南菜己 畠山真奈
永渕優菜
前田莉奈
２年 吉野康太
富樫奈々枝
石井紫衣
土屋光希
山田アレック
３年 田村彩佳
長谷川京香
柏 友菜
〇 第２１回全国小中学校
児童・生徒環境絵画コンクール
環境大臣賞 ２年 白石千笑
〇 子どもの人権ポスター原画コンクール
入選 ３年 岡山ゆりな
〇 第６２回こども県展
県知事賞 ３年 由良奏恋
特選
１年 永渕優菜
入選
１年 丹羽南菜己
佳作
１年 畠山真奈 前田莉奈
２年 白石千笑
〇 国土緑化運動ポスター原画コンクール
特選 ２年 土屋光希
入選 １年 羽鳥遥香
佳作 ２年 石川達也 福川 翔
３年 岡山ゆりな 吉本 咲良
〇 第35回明るい社会づくりポスターコンクール
千葉県市長会・会長賞
１年 永渕優菜
千葉日報社・社長賞 １年神永真悠子
茂原市社会福祉協議会会長賞
２年 加瀬陽美
東総推進協議会・会長賞
１年 畠山真菜
銀賞 ２年 濱辺百華
銅賞 ２年 富樫奈々枝 池田 凌
【書写】
〇第66回茂原市文化祭小中学校書写・美術展
文化協会会長賞
３年 今井香花
入選 １年 堺谷美乃
佐藤 晃
佐久間朱里 前田莉奈
２年 中舘優紀
中田華穂
富樫奈々枝 深山心優
３年 木津谷海乃 黒田陽菜

1.９ 後期後半開始・避難訓練・全校集会
10 学力テスト(3年) 校内書初め展（～31日）
13 新入生制服採寸
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
24 茂原学・平和教育（１年）
27 漢字検定9:00
28 茂原市消費者行政活性化シンポジウム
2.2
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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
思春期教室（1年）
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(21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

3.1
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30

公立高校後期選抜検査
３年生を送る会
後期選抜発表
卒業式 12 振替休業
1・2年学力テスト
平成２９年度修了式
離任式

下校時刻

1/９～16:45
1/24～17:00
2/ 6～17:15

☆ 報 告
北海道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
北海道日本ハムファイターズで投手として活躍し
ている高梨裕稔選手が母校凱旋で来校して下さい
ました。約１時間の短い間でしたが、生徒たちが
夢を抱くことができる楽しい一時を過ごしまし
た。

◎ 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・灰野養護教諭）に連絡して予約
してください。
○ 相談日 １月１０･１７･２４・３１日
２月７・１４・２８日
時 間 10:30～16:00

