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市 立 茂 原 中 学 校
397人（1年124人・2年12９人・3年1４4人）
校 長
鈴 木 明
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

運動会までは、３年生が様々な場面で輝いて
いました。３年生が中心であることに変わりは
ありませんが、校内行事、校外行事で２年生に
バトンタッチされていく場面が多くあります。
校外の行事では、９月２１日に長生地区の英
語発表会と読書感想文コンクールの審査会、翌
２２日からは、新人戦がスタートしました。た
くさんの保護者の皆様に応援に来ていただきま
した。熱い声援をありがとうございました。
「文
武両道」を掲げている茂原中学校の生徒たちは、
部活動だけではなく文化面等でも様々なところ
で、優勝、上位入賞、県大会出場等、優秀な成
績を残しました。どの生徒も「一生懸命」に何
事にも取り組んでいる結果と思います。新人戦
の壮行会では「闘争心を持つこと」「自分のイ
メージをはっきりと持って試合やコンクールに
臨むこと」「苦しいときでも下を向かず、お互
いを信じて声を掛け合っていくこと」の３点を
話しました。多くの場面で、生徒たちのそのよ
うな様子が見られます。県大会にも多くの生徒
が参加しますが、活躍するイメージを持って臨
んで欲しいと思います。
野球部の応援に行ったときのことです。対戦
校に、３年生の夏にはきっとチームの中心選手
に成長していることと思いますが、今は、まだ、
ぎこちないバットスイングの生徒がいました。
私が子どもの頃は、近所の空き地でゴムボール
を投げたり打ったりして遊んでいたので、だれ
でもそこそこバットスイングの形はできていた
と思います。生活経験そのものが４０年も前と
は全く違ってきていることを強く感じました。
このような生活経験の不足は、運動面だけでな
く他の場面でも感じる事があります。一昔前で
あれば当たり前にできていたことができなくな
っていることが多くあります。その反面、近年、
１０代から世界で活躍するスポーツ選手も多く
出ていて、「二極化」といわれる現象が様々な
ところで起こっています。
中学生はまだまだ成長の途中、本人の努力と
まわりの支えでいくらでも変わっていきます。
茂原中学校出身の北海道日本ハムファイターズ

友
学

輝く瞳・見つめる未来

感

文 武 両 道

高梨投手は、中学校時代は無名の内野手でした。
高校進学後、監督の勧めでピッチャーに転向し
たそうです。その高校時代に元プロ野球選手で
もある故高橋一三監督の誘いで山梨学院へ進学
し、プロ野球で新人王を獲得するまでに成長し
ました。本人が目標を持ち、一生懸命に頑張る
ことと、それを伸ばすまわりの環境が大きく成
長させます。子どもの持っている可能性をどれ
だけ引き出すことができるか、それは、まわり
の大人にかかっています。茂原中学校の職員一
同、子どもたちの可能性を見つけ伸ばすことが
できるよう努力して参ります。
さて、現在、合唱コンクールに向けての練習
がスタートし、帰りの学活終了時刻を２０分延
長しています。今年は、新人戦の県大会の日程
等を考慮し、１０月２６日、金曜日の開催とさ
せていただきました。これから１ヶ月間、どの
クラスも合唱コンクールに向けて一丸となって
取り組んでいきます。合唱コンクールへの取り
組みの中で、子どもたちは本音をぶつけ合い「合
唱」という一つのものを創り上げていきます。
ご家庭で愚痴をこぼすこともあるかもしれませ
んが、そっと聞いてあげていただけたらと思い
ます。この１ヶ月間の取り組みの中でクラスの
団結が高まり、様々な場所で生徒が輝くことを
期待しています。平日開催となり、保護者の皆
様には大変申し訳ございませんが、是非ともご
来校いただきご参観くださいますようお願い申
し上げます。
行方不明の２歳児を発見し
一躍「スパーボランティア」
として脚光を浴びた尾畑さん
が先日テレビ取材を受けていました。その中で、
１１歳の時にお母さんを亡くされて、その後、家
族と離れ奉公に出されたそうですが「今、もし母
親に会うことができたなら、骨が折れるほど抱き
しめて欲しい」とおっしゃっていました。７８歳
の今でも、家族からの愛情を求めていて、もしか
したらそのことが日本各地でボランティアを続け
ている原動力になっているのかとも思いました。
尾畑さんに改めて感動でした。（校長 鈴木明）

９月１５日から長生郡市中学校新人体
育大会がスタートしました。先輩から引
き継いで初めての大会で、不安と緊張が
入り交じっての大会ですが、めざましい
活躍をしています。運動面だけでなく文
化面での活躍も目立っています。まだ、
大会が始まっていない部活動もあります
が、９月３０日までのものを紹介します。
【陸上競技部】〇長生郡市新人体育大会
男子総合
４位
女子総合
３位
男女総合
３位
男子共通４００ｍ １位 伊藤光諒
男子共通走幅跳
１位 伊藤光諒
男子４×１００ｍ ３位
女子共通８００ｍ ３位 西郡那月
女子共通走高跳
１位 西郡那月
女子共通走幅跳
１位 松本詩生
女子４×１００ｍ ３位
【野球部】
○長生郡市新人体育大会

決勝進出

（６日決勝：市営球場）

【サッカー部】
○長生郡市新人体育大会

第３位

【ソフトテニス部】
○長生郡市新人体育大会
男子団体
男子団体 ２回戦敗退
女子団体
第３位
女子個人第３位
佐久間朱里・金坂妃奈乃組
【バレーボール部】
○長生郡市新人体育大会 第３位
【バスケットボール部】
○ 長生郡市新人体育大会
男子
２回戦敗退
女子
２回戦敗退
【柔道部】
○長生郡市新人体育大会
男子団体
予選リーグ敗退
個人６０ｋｇ級優勝 髙山尚哉
６６ｋｇ級２位 並木大将
６６ｋｇ級３位 井上倖太朗
６６ｋｇ級３位 鈴木悠也
【長生郡市英語発表会】
３年 スピーチの部
第１位 古來 悠
暗唱の部
第１位 處 友美
２年 暗唱の部
第３位 前田莉奈
１年 暗唱の部
第３位 鈴木茉奈佳

【剣道部】
○長生郡市新人体育大会
男子団体 準優勝
女子団体 優勝
男子個人 優勝
白井京介
準優勝 河野祐吏
女子個人 優勝
菊池香凜
準優勝 香山結花
【長生郡市読書感想文コンクール】
特選 自由図書 ３年 石井瑞貴
特選 課題図書 ３年 中田華穂
入選 自由図書 １年 鈴木茉奈佳
１年 小髙日菜乃
課題図書 １年 石井日南乃
１年 新谷寧々
自由図書 ２年 井桁芽香
２年 岡澤祥吾
課題図書 ２年 山田果穂
自由図書 ３年 平井優伍
課題図書 ３年 磯野 碧
【長生郡市読書感想文コンクール】
入選
１年 中野創太
２年 白石 廉
２年 山田創太
【長生郡市科学工夫作品展】
論文の部 佳作 ３年 江澤愛美
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衣替え移行期間
保育所体験２－２
郡市音楽発表会（市民会館）
情報モラル教室・ミニ集会
保育所体験 ２－４
生徒会立会演説会
前期終業式
ＰＴＡバレーボール大会
英語検定
後期始業式 生徒会任命式
学力テスト（3年）
県英語発表会
進路説明会（14：00 3年）
衣替え完全実施
郡市駅伝大会（睦沢運動公園）
数学検定
市少年の主張大会（13：30 東部台）
ＰＴＡ研修視察（花王工場・浅草方面）
学校公開日
合唱コンクール
歯科指導

◎ 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 １０月３・１０・１７・３１日
１１月７・１４・２１・２８日
○時 間 10:30～16:00

