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生徒数 423人（1年1３０人・2年1４4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

１月、本年度最強の寒気団が日本中を襲い、
毎日寒い日が続きました。毎年流行するイン
フルエンザは、本年度茂原中学校では第一次
ピークを１２月下旬にむかえ、冬休み中に全
校で２５名以上が発症しました。現在は、市
内小学校を中心にインフルエンザの患者数が
徐々に増えだし、茂原中学校でも発症者が再
び増え出しています。これからが心配されま
すので、保健便り等で注意を促しているとこ
ろですが、各ご家庭におきましてもお子様の
帰宅後・外出後の手洗い、うがいの注意など、
ご配慮よろしくお願いいたします。
新年を祝ってのいろいろなイベント、お年
玉・お雑煮、そして初詣等で過ごしたお正月
から一ヶ月が過ぎてしまいました。１日・１
週間・１ヶ月のすぎる時間の早さを感じま
す。
学校の１日は、毎朝登校の一番早い子は
７時前に門をくぐっています。そして、真っ
白な霜で覆われたグラウンド、床の冷たさが
身にしみる体育館・柔剣道場に、朝練習のた
め子どもたちは毎朝元気な挨拶と笑顔で次々
と登校してきます。子どもたちほぼ毎日同じ
ような時刻に決まった子が門をくぐります。
先生方も、遠い先生は３０分以上の時間をか
けて、真っ白に屋根が凍っている車で朝練習
のために出勤してきます。先生方は、この時
間に出勤するためには家庭のいろいろな朝の
用事をすませ、お子様に食事を食べさせたり
等の用事をすませての出勤だと思います。そ
して、７時１０分には校舎内外に元気な声が
響き渡ります。
日の出の早い時期は感じませんでしたが、
芯まで凍りそうな寒さのこの時期に、他愛の
ない光景ですが、毎日繰り返される朝の学校
を見ていると、人の心の強さ・継続できる意
思の大切さ、送り出してくれる家族のありが
たさを強く感じます。
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文 武 両 道

子どもたちも職員も、きっと毎朝暖かい布
団から起きるときに「今日はサボってしま
おう、遅れていこう、もう少し寝ていよう」
と自分自身の心の葛藤から起き出して登校
・出勤の準備をするのだと思います。これ
が授業時間とは別の人間力・人としての総
合的な学力の向上に重要な経験ではないか
と考えます。そして、この１日が１週間継
続し、１週間が１ヶ月継続し、１年間の成
長になっているのではと思います。
私自身も、年々年齢を言い訳にしてラン
ニング練習や朝の挨拶を妥協したくなって
しまいます。その度に、自分が決めたこと
・自分の心の弱さに負けてはなさけないと
言い聞かせ、一歩を踏み出しています。
ハーフマラソンや５時間以上でのフルマラ
ソンでのゴールを踏んだときや、毎朝澄み
切った空気と真っ白なグラウンド、笑顔の
元気な子どもたちの挨拶を聞くと、自分に
負けなくて良かったという思いが次の日の
継続・頑張りにつながっています。
３年生も同じです。高校受験まで後少し
ですが、家族や先生方など多くの人が応援
してくれています。しかし最後に力となる
のは、自分自身の心の強さです。１月の学
校便りにも同様の言
葉を掲載しました
が、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。これからの人生は長いです。今のプレ
ッシャーに負けないで、一歩・一歩、今で
きることを努力してください。
そして、今頑張った・努力した・悩んだ
時間を新しい進路先での宝物にしてほしい
と思います。３年生頑張れ！
（文責 山田育雄）

【美術】
2.2 公立高校前期選抜出願
○ アートクラブグランプリ in Sakai
3 ＰＴＡ運営委員会 部活動後援会理事会
入選
由良奏恋
7 ３年後期期末テスト
○ 特別支援教育研究連盟カレンダー原画展
入選（カレンダー掲載） 山田アレック(２年）
9 思春期教室（1年）
○ 読書感想画千葉大会
13 公立高校前期選抜検査１日目
佳作
平井優伍 （２年）
14 公立高校前期選抜検査２日目
【書写】
16 １・２年学級・学年ＰＴＡ総会
○ 長生郡市書初め展
17 部活動中止(21日朝練まで)
金賞 今井香花（３年）佐久間朱里（１年)
20 前期選抜発表
１・２年後期期末テスト
銀賞 花澤 怜（２年） 堺谷美乃（１年）
21 １・２年後期期末テスト
銅賞 深山心優（ ２年 ） 富樫奈々枝（１年）
23 公立高校後期選抜出願
入選 前田莉奈 名塚歩利 榊 陽向（１年）
中田華穂 （２ 年） 木津谷海乃 （３年）
3.1 公立高校後期選抜検査
間根山愛子 黒田陽菜 （３年）
5 ３年生を送る会
【技術・家庭科】
下校時刻
○ 長生郡市技術・家庭科作品展
7 後期選抜発表
1/24～17:00
＜家庭科＞
10 卒業式 12 振替休業
特 選 山口華奈
2/ 6～17:15
14 1・2年学力テスト
入 選 吉野康太 渡邉夏海 白井雅姫
23 平成２９年度修了式
富樫奈々枝 濱辺百華 江澤愛美
30 離任式
渡邉ふうら 磯野 碧 木村京音
田中大智 森 紗彩
(以上２年）
（ 次年度の予定）
＜技術科＞
4. 5 着任式・始業式
村上直樹
(３年）
9 入学式
土屋光希
(２年）
11
身体計測・新入生歓迎会
【吹奏楽部】
○ 第９回千葉県マーチング＆
14 学校公開・ＰＴＡ総会・学年学級懇談会等
バトンウインターフェスティバル
17 全国学力学習状況調査
ベストアンサンブル賞
20 振替休業
打楽器アンサンブル
優良賞
マーチングバンド「ＭＢＲ」
◎ カウンセリングのご案内
打楽器アンサンブル
ご相談の方は、直通電話（２３－８１５５）または
金管アンサンブル
サクソフォンアンサンブル
担当（三橋教諭・灰野養護教諭）に連絡して予約
吹奏楽部
してください。
○ 全日本中学生・高校生管打楽器
○ 相談日 ２月７・１４・２８日
ソロコンテスト千葉県大会
３月７・１４日
トランペット 銀賞 馬場星来（２年）
時
間
10:30～16:00
トロンボーン 銅賞 市橋諒誠（３年）
【マラソン】
☆ 報 告 2
〇 第４２回茂原市つつじマラソン大会
１年男子
１位 鬼島 翼（１年）
７０周年記念公開授業を実施
２・３年女子 ２位 鈴木もも（２年） １月２５日（木）、本校は開校７０周年記念公開
授業を実施しました。この公開は本校の自主公開
で、長生管内の学校から４１名の先生方が来校し
☆ 報 告 1
ました。常に前向きに、日々精進しようとする諸
１年生：茂原学・平和教育を実施
先生方から、「校長先生最後の年に自主公開をし
１月２４日、１年生は「茂原学」「平和教育」を よう」と声が上がり、６名の先生方が授業展開す
学びました。「茂原学」では自分たちが住んでい ることになりました。ベテランの先生方を中心に、
る茂原の歴史・文化・環境について、平和教育は 講師２名も加わり、「豊かな心と確かな学力を身
「平和社会の実現」について学びました。
につけた生徒の育成」をテーマに授業公開をしま
私達の住んでいる郷土、そして平和について考 した。
える貴重な２時間となりました。

１年数学の授業の様子

３年英語の授業の様子

