
学校だより９月号                      平成３０年９月３日  

         欅(けやき)欅流山市立常盤松中学校 

新たな一歩を踏み出す  

    「夢・思いやり・たくましさ」 

     ～ 校 訓：全力投球 ～  

  

今年は例年にない猛暑で、葛北大会を実施したいくつかの会場では、熱中症
で生徒が病院に搬送される等、最後の大会を迎えた生徒にとっては厳しい状況
があったと思います。その中、多くの会場において「常中生」はたくましさを
見せ、活躍してくれました。  

学校ホームページでもご紹介したように、運動部の団体戦では女子卓球部が
優勝、男子卓球部、女子バスケットボール部、男子・女子ソフトテニス部が３
位、個人種目では女子卓球部(宍戸里帆)、特設水泳部（大作柾貴、鈴木萌永）が
優勝、準優勝４名、３位６名と多くの種目で結果を残し、県大会へ出場をする
部活動がありました。文化部ではブラスバンド部が千葉県吹奏楽コンクールで

銀賞、美術部も作品づくりに意欲的に取り組んでいました。  
 運動系・文化系でそれぞれの部活動が素晴らしい取り組みをしている姿に心
から喜びを感じています。また、保護者の皆様にも猛暑の中、熱い応援、そし
て生徒の体調維持にご理解・ご協力いただきました。本校生徒がこの厳しい状
況の中、活躍できた蔭には保護者の皆様のご協力があったからだと感謝をして
おります。地域の皆様には日頃の練習において、温かく見守っていただきまし

た。ありがとうございました。  
 さて、４４日間の夏休みも大きな事故や怪我の報告を受けることもなく、過
ごすことができました。２学期は学校行事がたくさん予定されています。９月
２２日（土）に体育祭１０月２７日（土）に常盤祭、多くの皆様に本校の教育

活動で培われた成果や生徒の姿をご覧頂ければ幸いです。また、生徒会役員選
挙、３年生の高校説明会や進路に関する３者面談。学校行事を通して、子供た
ちは更なる向上を求め、新しい一歩を踏み出す準備を積極的に始めていきます。
今学期は各学年の生徒が大きく成長する時期になります。その成長を良き方向
に育むためにも家庭や地域としっかり連携させていただきながら、教育実践を
進めてまいります。職員一同、生徒と共に、「誠実・迅速・丁寧」を意識し、皆
様から愛される学校づくりを今後も目指し、努めてまいります。２学期もどう
ぞよろしくお願いいたします。  
                         校長 澤 出 敏 光  
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始業式 避難訓練  

＊完全下校 17:45（～７日） 

確認テスト 

集金日 

葛北新人大会（陸上、野球） 

初石公民館祭（吹奏楽部） 

葛北新人大会（野球）  

＊完全下校 17:30(～2２日 ) 

生徒会選挙公示  

体育祭練習期間（～２１日） 

駅伝選手健康診断  

葛北英語発表会  

生徒会選挙立候補者説明会  

葛北新人大会（野球）  

イリーゼ初石「敬老会」 

（吹奏楽部）  

敬老の日  
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ＰＴＡ運営委員会  

体育祭  

秋分の日  

振替休日  

振替休業  

特設駅伝部特別練習期間（～10/20） 

生徒会選挙活動期間（～28 日） 

＊完全下校 17:15（～10/５） 

生徒会役員選挙立会演説会 

葛北新人大会 

（ｻｯｶｰ､野球､ﾊﾞｽｹ､男子ﾃﾆｽ） 

脊柱側彎検査（８ :40～1０ :30） 
3 年確認テスト  

葛北駅伝大会  集金日  

ﾊﾞﾚｰ元日本代表山本選手講演会  

高校説明会（５、６校時） 
葛北新人大会 

（女子ﾃﾆｽ、ﾊﾞｽｹ、野球､バレー） 

 
◎常盤松中学校「部活動の活動方針」 

常盤松中学校 部活動ガイドライン「部活動の活動方針」を策定し、9 月 3 日より平成３

０年度試行的に運用します。また、本日よりホームページに常盤松中学校「部活動の活動

方針」を掲載していますので、ご確認ください。 

 

 

◎おめでとう最優秀賞！！ 流山市青少年主張大会！ 
 ７月１２日、流山文化会館で、青少年主張大会が行われまし

た。３年２組の木方さんが「言葉の壁を乗り越えて」というテ

ーマで出場しました。見事最優秀賞に輝き、９月２２日に行わ

れる県大会出場を決めました。皆さんの応援も力となりまし

た。常盤祭で発表する予定となっています。 

 

◎豪雨災害義援金活動報告（7 月 25 日） 
 7 月 12 日の全校集会では、全校で被害に遭われた方々に

対して黙祷を行い、生徒会長の片岡君が被災地への募金の呼

びかけを行いました。7 月 14 日の朝から 7 月 19 日にかけて

募金活動を行い、義援金は 6 万 2 千円でした。ありがとうご

ざいました。皆様を代表して、生徒会役員の２人が流山市役

所の社会福祉課まで義援金を送り届けました。 
 
 

http://www.nagareyama.ed.jp/tokiwatyuu/IMG_0056.jpg


「常中トピック２０１８」 

東葛地区中学生･高校生交流会＆市との意見交換会（8 月 1 日） 

東葛地区中学生･高校生交流会が千葉県立おおたかの森高等  

学校で行われ、本校から片岡君、藤川君の２名が参加してきま  

した。また、流山市との意見交換会がコミュニティプラザで行  

われ、本校からは月川君、伊藤さんの２名が参加してきました。  

どちらも活発な意見の交換を行うことができました。  
 

チーム常盤松！！夏の大会結果報告 

 ７月に葛北大会が行われました。各部活とも、猛暑の中、暑さに負けない熱い闘いをし

ました。中学校における部活動の集大成となる大会です。各部活とも、今までの練習や活

動の成果を十分に発揮し、チーム一丸となってベストを尽くすことができました。以下は、

各部活動の総体の結果です。  

なお、保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、たくさんの応援・声援誠にありが

とうございました。この場をお借りして深く御礼申し上げます。  

部活動名   結果  

陸上  

相澤君：共通男子 3000m 第３位  ※県大会出場  

内田君：共通男子 1500m 第２位  ※県大会出場  

柏木君：１ 年男子 1500m 第３位  ※県大会出場   

野球  １回戦  流山東部中  敗戦  

サッカー １回戦  西初石中  勝利    ２回戦  福田中  敗戦  

ソフトテニス（男子） 
個人戦：河野君・樋口君組  ベスト８ 

団体戦：準決勝  流山南部中  敗戦   第３位  

ソフトテニス（女子） 
個人戦：長谷川さん・四條さん組  ベスト８ ※県大会出場  

団体戦：準決勝  流山東部中  敗戦   第３位   

バスケットボール（男子） １回戦  西武台千葉中  勝利   ２回戦  流山東部中  敗退  

バスケットボール 

（女子） 

２回戦  八木中勝利   準々決勝  流山南部中勝利    

準決勝  野田一中敗退   第３位   優秀選手賞：浅野さん  

卓球（男子） 団体戦：第３位   個人戦シングルス：森本君  準優勝  ※県大会出場  

卓球（女子） 

団体戦：優  勝   ※県大会出場  

個人戦シングルス：宍戸さん 優勝   榊原さん 準優勝    

遠藤さん ３位   村上さん ３位  ※県大会出場  

個人戦ダブルス：三浦さん・河島さん組  優勝  ※県大会出場  

剣道（男子） 団体戦：予選リーグ２位通過  決勝トーナメント１回戦敗退  

剣道（女子） 
個人戦：拝原さん ３位  

団体戦：予選リーグ２位通過  決勝トーナメント２回戦進出  第３位  

バレーボール 
予選リーグ２位通過  決勝トーナメント２回戦進出  ベスト８ 

優秀選手賞：木方さん 

水泳  

大作柾貴君：400m 自由形  第２位、800m 自由形  第１位  

夏目はるなさん：50m 自由形  第２位、100m 自由形  第３位  

鈴木萌永さん：100m 背泳ぎ 第１位、200m 背泳ぎ 第１位  

女子フリーリレー第３位、男子総合  第４位、女子総合  第４位  

吹奏楽部  県吹奏楽コンクール銀賞  

～県大会の結果～ 

７月２７日にソフトテニス、２７・30 日に陸上競技、30・31 日に卓球・水泳の県

大会が行われました。チーム常盤松の代表として、県でも熱い闘いが繰り広げられまし

た。県大会での結果は以下の通りです。  

 

５６５＋９８～駅伝部 男子優勝！！～ 

8 月３日に流山市内駅伝大会が行われ、本校男子 A チームは優勝、女子 A チームは準優
勝となりました。！ 夏休みから練習を始めて、初の大会で勝利をおさめました。また、
駅伝部は 8 月２６～２８日の３日間で長野の菅平へ合宿に行ってきました。今後のさらな
る活躍に期待です。  

～市内中学校美術部作品展～ 

  
「時間の密度」   「Summer Terminal」 

鏑木美希さん       齋藤咲桜さん  

◎体育祭までの予定  

 ９／３（月）  応援団顔合わせ・練習（部活動再登校 １４：００～１６：００）  
 ９／６（木）  全校委員会（体育祭での各委員会の仕事内容の確認）  
 ９／１０（月）～１４（金） 応援団合同練習（１、２、３年）  
 ９／１３（木）～ 体育祭練習期間  
    ※ジャージでの登校可（登下校の際は下のジャージ着用でお願いします。） 
 ９／２０（木） 体育祭予行               
 ９／２１（金） 補充練習・前日準備 
 ９／２２（土） 体育祭 

部活動名  結果  

水泳  
大作君：1500m 自由形  第８位   800m 自由形  9 分 27 秒 76 第７位  

鈴木さん：メドレーリレー（背泳ぎ） 4 分 43 秒 00 第８位  

陸上   

相澤君：共通 3000m 9 分 10 秒 26  決勝：9 分 15 秒 29 第９位  

内田君：共通 1500m 4 分 32 秒 68 

柏木君：１ 年 1500m 4 分 47 秒 55 

ソフトテニス（女子）  
個人戦：長谷川さん・四條さん組  

１回戦  柏第二中  勝利   ２回戦  昭和学院中  敗退  

卓球（男子） 個人戦：森本君  １回戦敗退  

卓球（女子） 

団体戦：１回戦  館山第二中  勝利   ２回戦  高津中  敗退   ベスト１６ 

個人戦：宍戸さん ３回戦進出  ベスト３２     榊原さん ２回戦進出  ベスト６４ 

     遠藤さん ２回戦進出  ベスト６４     村上さん １回戦敗退  

     三浦さん・河島さん組  ２回戦進出  ベスト３２ 

 

夏休み期間中、市役所１階の市

民ギャラリーで、市内中学校生

徒の作品を展示する学校作品展

が開催されました。本校からは、

３年生の鏑木さん、２年生の齋

藤さんが出品しました。  


