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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

４４日間の長い休みを終え、学校での生活が始
まりました。この夏休みは、各地で４０度を超え
る報道がされるなど、「猛暑」そして「台風」の
夏でしたが、いつの間にか秋の気配も感じられる
ようになってきました。
９月は、運動会の準備からスタートします。応
援や装飾は夏休みから準備を進めています。当日
はその成果を存分に発揮してくれることと思いま
す。この運動会が、生徒一人一人が輝く場、感動
を共有できる場となることを確信しています。ぜ
ひ、ご来場いただき、お子様の活躍する姿をご覧
ください。残暑が残る中での練習となります。こ
の夏の猛暑を考えると暑さ対策をしっかりとるよ
う考えていますが、寝不足や不規則な生活は体調
を崩す原因ともなりますので、ご協力をよろしく
お願いいたします。
今年の夏は、８月１日から１０日間、茂原市中
学生等海外派遣事業の団長として、茂原市の姉妹
都市であるオーストラリア、ソルズベリー市を訪
問させていただきました。生徒たちはホストファ
ミリー宅にホームステイをしながら、日中は３つ
の学校にそれぞれ１日ずつ訪問し、現地の生徒と
の交流を深めました。どの場面でも、先生方や生
徒の皆さん、そして市のスタッフの方々が心から
歓迎してくれたことが印象的でした。
訪問させていただいた学校では、
どの学校でも、
生徒個人がパソコンを持っていて、授業の多くは
パソコンを使って行われていました。日本でも総
務省や文部科学省が導入に向けての様々な政策を
行っています。近隣では、長南町が小学校への導
入を図っていますが、実際に導入を行うのは地方
自治体です。そこに大きな障害があるのが現実で
す。無人タクシーの実証実験がスタートする等、
ＡＩ（人工知能）が日常生活の様々な場面に導入
される今日、利便性ばかりに目が向いてＩＴ化さ
れていく社会の弊害に対応できなくなっているこ
ともあります。子どもたちを取り巻く学習環境は
大きく変化していきますが、いかに正しい情報を
見極めるか、人と人との心のつながりを考えられ
るかが大切と思います。
さて、参加した子どもたちが口々に話していた
のは、「英語は苦手だったけど、ホストファミリ
ーが一生懸命聞いてくれたので言葉が通じた」と
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いうことでした。東京オリン
ピック招致の際に、日本の「お・も・て・な・し」
が話題となり、日本人の細やかな気配り、心遣い
が世界から賞賛されたことは記憶に新しいところ
です。また、ワールドカップでのゴミ拾いも世界
に波及しました。東日本大震災の際に、日本では
略奪や暴動が起こらないことが不思議に映ったよ
うです。いつでも私達はそのような行動ができる
でしょうか。ソルズベリーの人たちのたくさんの
優しさや相手のことを考える心に触れて、そんな
ことを思いました。
茂原中学校の子どもた
ちは、本当に素直で明る
く元気な素晴らしい子ど
もたちです。さらに、正
しい情報を選択し、相手
のことを考えた言動がで
きるようになって欲しい
と思います。そのためには、お互いのコミュニケ
ーションが大切です。その基本はやはりあいさつ
です。
元気なあいさつを交わすことができるよう、
９月からも重点的に取り組んでいきたいと思いま
す。

９月１日の奉仕作業では
御協力ありがとうござい
ました。
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PTA奉仕作業8:30・運営委員会13：30
部活動後援会理事会14：30
前期後半開始・運動会練習開始
運動会（弁当持参）
振替休業日
避難訓練
期末テスト（～１４）
生活習慣病検査（1年）貧血検査(女子)
先生方の研修会のため12：40完全下校
学力テスト（３年）
新人戦壮行会
新人戦開始
保育所体験開始（２年）
PTA運営委員会

【剣道部】
○長生郡市総合体育大会
男子団体 優勝
７月１４日からはじまった中学校総合
体育大会では、剣道部女子と水泳が関東
大会の出場を果たしました。また、サッ
カー部と柔道部男子個人、陸上部個人が
県大会に出場しました。
吹奏楽部は県のコンクールに出場、美
術部も結果が届いています。
３年生は総体で部活動は終わりになり、
後輩にバトンが渡されました。
９月からすぐに新人戦が始まります。
新たなステージで、それぞれがまた新た
な目標を掲げ、精進してください。
【陸上競技部】
〇長生郡市総合体育大会
男子総合
３位
女子総合
３位
男女総合
３位
男子２年１００ｍ ３位 戸田雅哉
男子３年１００ｍ ３位 吉野康太
男子共通４００ｍ ２位 大西弘峰
男子共通４００ｍ ３位 伊藤光諒
男子共通８００ｍ ２位 齋藤僚規
男子共通８００ｍ ３位 髙地 空
男子共通走幅跳
１位 吉野康太
３位 伊藤光諒
男子４×１００ｍ １位
女子３年１００ｍ １位 髙橋愛織
女子共通１５００ｍ ３位 目黒由梨香
女子共通100ｍＨ
２位 髙橋愛織
女子共通走高跳
１位 小寺由真
２位 西郡那月
女子共通走幅跳
３位 松本詩生
○千葉県総合体育大会全員予選通過ならず
【ソフトテニス部】
○長生郡市総合体育大会
男子団体
２回戦敗退
女子団体
２回戦敗退
【バレーボール部】
○長生郡市総合体育大会
決勝リーグ敗退
【野球部】
○長生郡市総合体育大会
２回戦敗退
【卓球部】
○長生郡市総合体育大会
男子団体 予選リーグ敗退
女子団体
決勝トーナメント１回戦敗退
【吹奏楽部】
○第６０回千葉県吹奏楽コンクール
中学校の部 Ａ部門 銅賞
【美術部】
○千葉県愛鳥週間ポスターコンクール
教育長賞 畠山真奈
佳作 神永真悠子 白石千笑
土屋光希

女子団体
男子個人

女子個人

優勝
優勝
準優勝
第３位
第３位
優勝
準優勝
第３位

○千葉県総合体育大会
女子団体 ５位
男子個人
２回戦敗退
２回戦敗退
女子個人
２回戦敗退
１回戦敗退

柳川幸太郎
高師颯泰
河野祐吏
白井京介
伊藤はるか
菊池香凜
香山結花
関東大会出場
柳川幸太郎
高師颯泰
伊藤はるか
菊池香凜

○関東総合大会 予選リーグ敗退
ＶＳ．霞ヶ浦中（茨城３位）○
ＶＳ. 壬生中 (栃木２位）×
【水泳】
髙木健汰
○千葉県中学校水泳競技大会
５０ｍ自由形決勝進出
８位
１００ｍ背泳ぎ決勝進出
９位
共に関東大会出場
〇関東中学校水泳大会
５０ｍ自由形 １００ｍ背泳ぎ
予選通過ならず
【サッカー部】
○長生郡市総合体育大会 優勝
○千葉県総合体育大会 １回戦敗退
【柔道部】
○長生郡市総合体育大会
男子団体 予選リーグ敗退
個人６６ｋｇ級優勝 石上航輝
９０ｋｇ級２位 安田 悟
６０ｋｇ級３位 並木大将
６６ｋｇ級３位 井上倖太朗
○ 千葉県中学校柔道大会
６６ｋｇ級１回戦敗退 石上航輝
【バスケットボール部】
○ 長生郡市総合体育大会
男子 ２回戦敗退
女子 ２回戦敗退
◎ 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（金杉教諭・灰野養護教諭）に連絡して
予約してください。
○相談日
９月５・１２・２６日
１０月３・１０・１７・３１日
○時 間 10:30～16:00

