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茂 原 市 立 茂 原 中 学 校
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

「７１回卒業式、校長式辞一文」
「思い出強く抱いて、勇気を翼にこめて、希望
の風に乗り、この広い大空に夢をたくして」「い
ま、別れのとき、飛び立とう未来信じて、弾む若
い力信じて、このひろい、このひろい大空に」
この歌詞は、本日の卒業証書授与式の最後
の全校合唱「旅立ちの日に」の一文です。
１４９名の卒業生の皆さん、茂原中での経
験・思い出を心の宝物として、これからの未
来を信じて、希望をいつも心に、新しいステ
ージへ胸をはって、自信をもってスタートし
て下さい。
私は、この１年間皆さんに、いろいろなこ
とを願い、話してきたつもりです。本校を巣
立ち新しいスタートを切る皆さんに贈る最後
の言葉として、再度３つのことを伝えます。
①『これからの社会を生き抜いていくための総
合力（人間力）を身につけて下さい。』
私は、様々な困難・苦難にぶつかった時、
それを「乗り越えていく力・自己判断力」を
『人間力』だと思っています。これからの長
い人生では、いろいろな事が待っていると思
います。辛いことや苦しい事など沢山あると
思いますが、それら全ては、皆さんの将来に
役立つ人生経験です。
人は、経験を積むために生まれてきたと思
います。いろいろな経験を自分の宝にするた
めに人間力を身につけてください。しかし、
壁にぶつかり、悩んだり困ったりしたら、こ
の茂原中学校を思い出し、訪ねて下さい。皆
さんの母校、茂原中学校は、きっといつまで
も、いつまでも皆さんを温かく包んでくれる
と思います。
②『どこに進んだかではない、これから、何を
するかです。』
皆さんのこれからの人生において、「でき
る」「できない」と考える前に、まずは「や
ってみる」ことが大切です。成功の反対は失
敗ではありません。本当の失敗は、何もしな
いことです。
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１０年後・２０年後、３０年後・４０年後
の皆さんが社会の中で、自分の力を存分に発
揮し、この茂原市、この千葉県、そして日本
の大きな歯車の一つとして活躍する姿、そし
て、皆さんがそれぞれ自分の「人生という真
っ白な画用紙」にすばらしいこれからの自分
の人生の絵を描く画家になることを心より祈
念いたします。
これは私にとっても、教員生活最後となる
本日の卒業式での校長式辞の一文です。卒業
生だけでなく、在校生にも、私自身にも、我
々職員や今を生きている人すべてに言えるこ
とだと思います。
希望をもち、未来を
信じて、これからの人
生において、様々な困
難・苦難にぶつかって
も、人生経験として未
来に役立て、今を一歩
一歩、笑顔で過ごすことが大切です。
本日の第７１回卒業証書授与式で、１４９
名の子どもたちがこの茂原中学校を巣立って
いきます。卒業生、そして保護者の皆様に心
からお祝いを申し上げるとともに、直接・間
接的に子どもたちの指導・援助にかかわって
くださった多くの方々にも厚くお礼を申し上
げます。
また、在校生は卒業生の姿を目に焼き付け
て、１年生は２年生として、２年生は３年生
として４月から始まる学校生活への思いを心
に誓ってほしいと思います。
新しいスタートをきる卒業生、それぞれ進
級する在校生、すべての子どもたちが、４月
から充実した時間を過ごし、心身共に成長す
る事を願います。
③「努力して、後悔した人はいない。練習して、
下手になる人もいない。勉強して馬鹿になる人
もいない。何かをして、変わった人はいても何
もしないで、変わった人はいないです。」
私自身も、人生これからです。新しいステ
ージで自分の出来ることを精一杯頑張りたい
と思っています。 （文責 校長 山田育雄）

〇 千葉県吹奏楽個人コンクール地区予選
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第７０回千葉県小中高校書初め展
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堺谷 美乃
渡邉 夏美
神永真悠子
花澤
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齋藤 僚規
今井 香花
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木藤 真穂
池田
凌
神内 勇樹
丹羽南菜己
金藤 彩夏
福川
翔
土屋 光希
鈴木 晴久
大谷
颯
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馬場 星来
小曽根 杏
濵辺 百華
磯野
碧
中田 華穂
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長生郡市小中学校美術作品展
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２年 平井 優伍

特別支援教育研究連盟カレンダー原画展
入選

〇

２年 山田 ｱﾚｯｸ

小さな親切実行章
１年 小谷 未空
２年 佐々木奏音
優秀作品賞 ３年 本山みさき

中村 菜和
渡辺 皓太
塩野
陽
山田 ｱﾚｯｸ
石野 莉彩

〇 茂原市体育功労者表彰
３月５日、同窓会入会式が行われました。同窓
会より、記念品として、卒業証書ホルダーが渡され
ました。今年で卒業生は
１５８８４名となります。
卒業生が茂原中学校同
窓生として意識し、母校
に誇りをもち、今後、様
〇
々な場面で活躍していく
ことを期待します。
3月５日部活動の功績を讃
え、部活動後援会より、メダルが
授与されました。今年度は７８名
の生徒がメダルを受賞しました。
おめでとうございます。

３月５日、１００名以上の保護
者参観の中、「３年生を送る
会」が盛大に行われました。
生徒会本部役員が、企画・
運営をし、１年～３年までの
思い出場面を１，２年生が寸
劇で発表し、３年生に感謝の
気持ちを伝えました。３年生
も、心のこもった呼びかけと合
唱で応え、感動に満ちた会とな
りました。 「笑いあり・涙あ
り、そして感動いっぱい」の
送る会となりました。

和道会全国空手道競技大会
優 勝 １年 井桁芽香
千葉県新人水泳大会優 勝 ２年 髙木健汰
全日本ジュニア／ユースライフセービング
プール競技会
優 勝 ３年 木津谷海乃
こども県展
知事賞 ３年 由良奏恋
環境ポスター 環境大臣賞 ２年 白石千笑

長生郡市体育・スポーツ優秀選手
水 泳 ２年 髙木健汰
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第71回卒業証書授与式
振替休業日
五科学力検査
修了式
学年末休業（～4/4）
下校時刻
離任式
3/ 6～17:45
着任式 始業式
4/ 5～18:00
入学式
授業参観 学級懇談会 学年ＰＴＡ総会
ＰＴＡ及び部活動後援会総会
ＰＴＡ歓送迎会
20 4/14登校の振替休業

◎ 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 ３月７・１４日
（４月以降は年度初めに連絡いたします。）
○時 間 10:30～16:00

