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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
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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

部活動では、３年生から２年生にバトンが引き
継がれ、新人戦の郡市大会、県大会が終了しまし
た。剣道部の県団体５位をはじめ、吹奏楽部はア
ンサンブルコンテストや茂原市産業まつり等での
活躍、美術部も全国小中学校児童・生徒環境絵画
コンクールでの学校賞など、各部とも熱心に練習
した成果をいかんなく発
揮しました。また、郡市
駅伝女子団体準優勝、ダ
ンス発表会優秀賞等、校
歌の歌詞にあるように「皆
とりどりに 花ひらく」
茂原中学校の生徒たちです。
さて、先日2025年の万国博覧会の開催地が大阪
に決まったことが報道されました。自動運転技術
の実用化や受付をするロボット、また家電製品に
もＡＩが導入され、ＣＭなどでよく耳にする言葉
となりました。大阪万国博覧会では、ＡＩが主役
となることは間違いないことでしょう。
ＡＩが得意なことは、「データに基づいた単純
作業」「データの処理と正
確性」「データを照らし合
わせて共通点を見つけるこ
と」などで、逆に苦手とす
ることは「全く新しいこと
をする創造的な作業」「文
章を解釈して問題解決すること」「
『なんとなく』
や『特に理由がない』場合に考え答えを出すこと」
などと言われています。
2025年は、ちょうど今の中学生が社会に羽ばた
いていく頃です。そのときは、ＡＩの発達により、
職業の種類も今とは大きく変わっていることでし
ょう。ＡＩが苦手とすることは人間でなければで
きません。そんな職業は残るかもしれませんが、
多くの職業がなくなっていくことでしょう。
一方、
国会で外国人の労働者に関係する法案が審議され
ていますが、2025年には、今よりもたくさんの外
国の方が日本の産業を支え、国内外でグローバル
化はますます進展していくことでしょう。
このような状況を考えると、子どもたちには、
今とは違う状況の社会でも、変化に対応できる柔
軟な考え方や新たな発想ができることが求められ
ます。そして、教育のシステムも大きく変わって
いきます。
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まず、来年4月18日に実施予定の「平成31年度
全国学力・学習状況調査」では、新たに英語が追
加されます。その英語では、「話すこと」の検査
内容が導入されます。
大学入試制度は、センター試験が2019年度（20
20年1月）の実施を最後に廃止され、これに代わ
り2020年度「大学入学共通テスト」がスタートし
ます。現在のセンター試験からの大きな変更とし
て、これまでのセンター試験になかった記述式問
題の導入と、英語では４技能（読む・聞く・話す
・書く）が評価されます。
また、千葉県の公立高校入試についても、現在
の中学校１年生から現在の前期・後期の２回の選
抜試験が廃止され、２月下旬の２日間に５教科の
学力検査を中心とする１回の選抜試験を行う方法
へと変更されます。
このように、大きな変化の中を生きていく子供
たちにとって、コミュニケーション力をベースと
して、自分の考えをしっかり持ち、相手を尊重し
ながら自分の考えを表現していくこと、学んだこ
とをそのまま知識としてアウトプットすることだ
けではなく、未知の課題を解決するために活用し
ていくことが求められます。基礎基本の定着はい
つの時代も普遍的に大切なことですが、それをど
う使うかが重要になってきます。社会は利便性を
追求し急激に変化していきますが、その時代を生
きていける力は今のうちに培っていかなければな
りません。茂原中学校では、学力の向上やコミュ
ニケーション力の育成に力を入れています。また、
生徒たちの将来の夢の実現のために、１年生から
進路に関する学習を行っています。現在、１年生
は、働く意義や自己の特性などについて、２年生
は、「プロフェッショナルに学ぶ」に向けて自分
の就きたい職業について調べています。
３年生は、
いよいよ中学校卒業後の進路決定の時期です。生
徒たちは様々な場で自分を表現し、その成果を積
み重ねています。茂原中学校の職員一同、新しい
時代に向かって大きく変わっていく教育と変わら
ない教育を両立させながら、子どもたちが自分を
見つめ、楽しく学校生活を送ることができるよう
に努力してまいります。今後とも、ご支援をよろ
しくお願いいたします。
（文責
校長 鈴木 明）

【美術】
第3６回明るい社会づくりポスターコンクール
＜特別賞＞千葉県市長会・千葉日報社・社長賞
神永真悠子 ２年
金賞 永渕 優菜 ２年
銀賞 石井日南乃 １年
畠山 真菜 ２年
銅賞 丹羽南菜巳 ２年
浅沼
快 １年
佐々木結衣 １年
佐藤 優真 ２年
第２２回全国小中学校児童生徒絵画コンクール

学校賞

受賞

会長賞 神永真悠子 ２年
【吹奏楽】
第４３回千葉県アンサンブルコンテスト
山長夷地区予選
フルート４重奏
銀 賞
渡邉 優香１年
芹川 優里２年
忍足 莉子１年
佐藤古都音２年
サクソフォン３重奏 銀 賞
伊藤セレナ１年
岡澤 祥吾２年
浅沼
快１年
クラリネット６重奏 銀 賞
鈴木茉奈佳１年
田中 純真２年
鬼島 百花１年
岡田 拓海２年
杉本希乃花１年
渡邉 春樺２年
管打８重奏 銅 賞
石井日南乃１年
佐々木結衣１年
榊原 夏芽１年
柳沼
圭１年
田中 万結１年
武田 涼太２年
平出 遥奈１年
浅田菜南子２年
金管８重奏 銀 賞
遠山菜々美２年
常泉 春斗２年
山田 健太２年
林
大翔２年
佐藤 萌香２年
松本 夏凜２年
高梨 茉夕２年
山本 胡桃２年

【卓

球】

秋季南総地区中学生卓球大会
女子個人第３位
牧

茂原市民体育大会
１年 女子個人第３位

福永

星来１年

詩 １年

【ダンス】長生郡市ダンス発表会
リズムダンスの部 優秀賞
☆ お知らせ
茂原市文化祭の開催について
第６７回茂原市文化祭が下記の期間、茂原
市立美術館にて開催されております。
生徒達の作品をご覧いただけますようご案
内致します。
〇 展示期間
１２月６日（木）～１２日（水）

〇
１階
２階

時

間

９：００

～

１７：００

ロビー
（美術）
市民ギャラリー（書写）

12/1
3
4
6
7
8
11
15
17
18
19
21
22
23
25
27
1/ 7
10
12
14
16
18
19
20
21
23
25

長生招待サッカー会場（～２日）
各種たより発行
実力テスト(３年)
部活動後援会費Ⅲ期分集金(～12/７)
小中英語科連携授業(茂原小)
証明写真撮影３年・思春期教室２年
ＰＴＡ運営委員会
三者面談(～12/14)
茂原カップバレー会場
３年私立ｗｅｂ出願開始
評議会
専門委員会
後期前半終了、生徒集会
郡市ソフトテニス１年生大会
天皇誕生日
マーチングウインターフェスティバル
冬季休業(～1/6)
学校無人化（～３日）
後期後半開始・避難訓練・全校集会
校内書初め展（～31日）
実力テスト(全学年)
漢字検定
成人の日
プロフェッショナルに学ぶ２年
茂原市教育研究集会のため12:40下校
新入生説明会
剣道：関東強化練習
長生・夷隅地区吹奏楽フェスティバル
振替休業
茂原学１年
思春期教室１年

１１月４日（日）に開催しましたバザーで
は、多くの保護者の皆様に御協力いただき、
たくさんの収益を得るができました。
感謝申し上げます。
収益につきましては、今年度プロジェクタ
ーの購入費等に充てさせていただきます。

収益金

３１２，４５１円

◎ 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 １２月５・１２・１９日
１月９・１６・２３日
○時 間 10:30～16:00

