
学校だより１１月号                           平成３０年１１月２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 ～ 

 平成３０年度も半分が終わり、２０１８年も残り２ヶ月半となりました。季節は冬に向かい肌寒い日

が増えました。各地区から感染症の情報が伝わってきたり、体調管理に充分気をつけることが大切だと

感じています。保護者の皆様には、ご家庭での健康管理にご注意いただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 先日、全国学力学習状況調査の結果が発表され、校内では中間テストが終了しました。全国学力学習

状況調査では、３年生の生徒が国語、数学、理科の３教科において、全国、千葉県の平均を上回ってお

り、３年間の学習が良い成果として現れています。また、校内で実施された中間テストの５教科平均点

は１年生２７９点、２年生３１０点、３年生３２７点と学年が上になる程、学習習慣が身につき、取り

組んだ成果が結果に出ています。テストは終わってからの振り返りが大切です。先生方も採点し、課題

を見つけ、指導を行っていきます。しかし、学校での学習だけで無く、生徒一人ひとりが家庭学習に力

を入れるよう学校と家庭が連携していくことが大切だと思います。１１月は教育相談が予定されていま

す。１、２年生は生徒対象に面談を実施しますが保護者からの要望があれば３者面談を実施します。３

年生は進路相談を中心に３者面談が行われます。どうぞこの教育相談期間を有効に活用し、個々の課題

について相談してください。 

 ３年生の生徒は１１月の３者面談以外にも１０月中旬から校長面接を実施しています。面接の中では

、１８歳成人になることやＡＩの進歩による職業の変化、将来の職業に必要な力、高校選択とその学校

で学べるものは何か等これからの社会生活で必要となってくることをいろいろ質問しながら一緒に考

えています。 

現在、高校選択を行うために目安として偏差値があります。実際にその学校で何を学べるかについて

考える生徒は少ないと思います。しかし、在学中に成人になることも踏まえ、これからは偏差値にプラ

スして、その学校で何を学べるかをしっかり見つけることが大切だと感じます。これからの時代、おそ

らく学歴というものは一部の職業の中でしか存在しないものになるかもしれません。学歴よりも新しい

何かを見つけ出す発想力や経験を通した行動力等が様々な仕事の可能性を広げることになるのではと

考えます。校長面接では面接指導や本人の進路に対する考え方、勉強は何故必要か等も聞いています。

生徒のいろいろな考えを聞きながら、これからの高校選択についてしっかりと目的を持つことを伝え、

高校選択のお手伝いをしていこうと思います。これからも常盤松中学校を応援くださいますようお願い

します。 

                              校長 澤 出 敏 光 

１１月の主な行事について（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポスターコンクール入賞おめでとうございます！ 

様々なポスターコンクールに向けて一生懸命作品を制作することができました。そして今回、多くの賞を受賞する

ことができました。なかでも「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」の鏑木美希さんの作品は、全国コ

ンクールに進出し、最優秀賞、そして文部科学大臣賞を受賞しました。全国 1 位の快挙です。おめでとうございます。 

◇歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール 鏑木 美希さん （全国：最優秀賞・文部科学大臣賞） 

                                （市：最優秀賞 県：県知事賞） 

◇防犯ポスターコンクール             市原 光悠さん （市：金賞、県：銀賞） 

                       藤川 果穂さん （市：銀賞） 

川手 心奈さん （市：佳作） 

◇防火ポスターコンクール                        藤田  麻鈴さん （特別賞） 

横山  紅杏さん （佳作） 

◇青少年健全育成推進ポスター          栗山  遥さん （入選） 

市原 彩羽さん （入選） 

都丸 陽菜さん  (入選) 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行事 日 曜 行事 

 

11/1 

2 

３ 

 

４ 

 ５ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

 

木 

金 

土 

 

日 

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

 

月 

火 

＊完全下校 16:45（10/2３～11/9） 

教育相談① 

教育相談② 

文化の日 

市民大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ2年生大会 

県駅伝大会（柏の葉） 

教育相談③ 冬季トレーニング 

全校委員会 

集金日 

3年期末テスト① 

3年期末テスト② 

野球 流山市長杯 

葛北新人大会（卓球） 

＊完全下校 16:30（11/12～2学期末） 

教育相談⑤ テスト前部活動停止期間 

教育相談⑥ 
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教育相談⑦ ＰＴＡ運営委員会 

1，2年期末テスト① 

1，2年期末テスト② 地域健康診断 

葛北新人大会（卓球） 

市民大会ｿﾌﾄﾃﾆｽ1年生大会 

おおたかの森高校英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 

美術部陶芸教室 

3年実力テスト 

あすなろ学級小中合同交流会 

流教研 

勤労感謝の日 青少年健全育成推進大会 

職場体験学習① 

職場体験学習② 

歯周疾患テスト（１年生２校時） 

ストップイットアプリ及びいじめ防止

授業プログラム（道徳） 

          

鏑木美希さん       市原光悠さん      藤川果穂さん      川手心奈さん 



オリンピック教室！ アスリートから学ぶ 山本隆弘選手（10月 4日） 3年生 

 バレーボール元日本代表の山本隆弘選手のオリンピック教室を開催しました。「夢に向かって自分の信じる道

を歩む」ことの素晴らしさが伝わる内容でした。講演会後は、バレーボールで交流を深めました。わかりやすく、

丁寧な説明のおかげで、生徒も職員も保護者も楽しく真剣に臨むことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリンピック教室！ パラスポーツ 「ボッチャ」体験会・講演会（10月 18日） 1年生 

 パラリンピックの種目であるボッチャの体験会・講演会を行いました。１年生は、事前学習をしてこの会に臨

みました。ゲーム感覚で競い合い、後半は知恵を絞って作戦を考える場面も見られました。体験会と講演会など、

メリハリをつけて、真剣に活動しました。笑顔も多く見られ、有意義な時間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内音楽発表会！（10月 17日） 

 特設合唱団・吹奏楽部、総勢７１名が参加し、常中の代表として、堂々と発表することができました。 

自分たちの発表だけではなく、他校の発表を真剣に聴く姿も非常に立派でした。 

特設合唱団：『地球の鼓動 伴奏：遠藤綾乃さん』『 oh! Happy day 』  吹奏楽部：『沢地萃』 

 

第７２回 東葛飾地方中学校駅伝競走大会！ 

  東葛飾地方中学校駅伝競走大会が 10月 20日（土）、松戸市民劇場

前～野田市総合公園陸上競技場の10区間全長31.9kmのコースで行われ

ました。今年も 7１校が参加し、襷をつなぎました。 

本校も夏休みから各部活動から総勢８５名が集結し、練習に励みまし

た。夏休みの菅平合宿などを合わせ、３ヶ月に及ぶ練習期間で選ばれた

10名の選手たちが本校代表としてこの大会に出場しました。 

 迎えた大会当日、最終的には 1時間 46分 28秒のタイムで 28位と目

標には及ばなかったものの、どの選手たちも自分の持てる力を十分に発

揮してくれました。選手達のがんばりの陰には、他の駅伝部員達の支え、

日常生活や壮行会などでの全校生徒の強力なバックアップがありまし

た。大会が終わってからの駅伝部員たちの悔しさの中に何かを達成した

笑顔、そして一段と凛々しく、引き締まった表情も印象に残ります。 

駅伝選手を代表して、笹田先生、出場した３年生からメッセージをいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 区 3.8ｋｍ 相澤 拓摩くん 3-1 

2 区 3.0ｋｍ 宮下 繕くん 3-2 

3 区 2.9ｋｍ 山口 翔矢くん 2-3 

4 区 3.4ｋｍ 椎葉 威風くん 3-3 

5 区 2.9ｋｍ 川﨑 天文くん 3-2 

6 区 2.8ｋｍ 牧野 航大くん 3-3 

7 区 3.4ｋｍ 柏木 星七くん 1-1 

8 区 3.4ｋｍ 山下 達也くん 3-1 

9区 2.6ｋｍ 上杉 広景くん 2-4 

10区 3.7ｋｍ 内田 大貴くん 2-4 

２区 ３年２組 宮下繕くん 
 最初で最後の東葛駅伝が２８位という結果に終わってしま
い本当に悔しかったです。自分は良い走りができず悔しかった
ので、これからも限界を越えられるように頑張りたいです。 

４区 ３年３組 椎葉威風くん 
 去年、一昨年と補欠で味わった悔しさを胸に全力で走り、何
人か抜くこともできました。それができたのも皆さんの応援が
あったからです。結果は２８位でしたが、全員が力を尽くした
結果なので満足しています。ここで学んだことを普段の生活に
生かし、応援してくれた人に恩返しをしていきたいです。 

１年２組 大庭源太郎くん 

 東京パラリンピックの競技の「ボッチャ」について
体験しました。ボッチャはジャックボールというボー
ルにどれだけ自分達のボールが近づけさせるかで得
点を競うスポーツです。最初は楽しくなさそうでした
が、実際にやってみると、楽しく、気付いたら夢中に
なっていました。ヒットやプッシュなどの技も教わり
白熱した試合ができ、おもしろいと感じました。今後
学習する時は、オリンピック競技だけではなく、パラ
リンピックの競技にも目を向けて深めていきたいと
思います。また、パラリンピックの楽しさを健常者と
共有していければ、さらにパラリンピックへの関心が
高まると思います。 

 

５区 ３年４組 川﨑天文くん 
 約３ヶ月間、大会に向けて練習を重ねてきました。悔しい結
果になってしまいましたが、今はこれまで一緒に練習してきた
仲間と笹田先生への感謝の気持ちしかありません。この経験を
生かし、これからも頑張っていきたいと思います。応援ありが
とうございました。 

３年３組 伊藤舞さん 

オリンピックに出場するような方は、小さい頃か
らそのスポーツをしてきたと思っていましたが、山
本さんは様々なスポーツを経験しながらバレーボー
ルに出会ったと知りました。また、一度やめていた
時期があり、その時にどうしてもバレーをしたいと
いう気持ちからバレーに戻り、オリンピック選手に
なったと聞き驚きました。行動力が大事だと感じま
した。バレーに対する強い気持ちが不安に勝るもの
だったのでしょう。私もこれから、山本さんにとっ
てのバレーのようなものを見つけていきたいと思い
ます。バレーの体験会では、学年全体が楽しむこと
ができ、とても貴重な体験となりました。 

６区 ３年３組 牧野航大くん 
 今年の夏から練習を始め、チームに迷惑をかけることがたく
さんありました。でも東葛駅伝はしっかりと自分の走りができ
たと思います。また、東葛駅伝を通して、仲間と協力すること
の大切さを学びました。応援してくださった方々、ありがとう
ございました。 

１区 ３年１組 相澤拓摩くん 
 ３年間東葛駅伝を経験して、僕は改めて感謝の気持ちは大切
だと感じました。支えてくれた親、顧問の笹田先生のおかげで
ここまでやることができました。本当にありがとうございまし
た。自分では納得のできない順位でタスキを渡してしまい悔し
かったです。でも、このチームで走れたことがとても嬉しかっ
たです。応援してくださり、ありがとうございました。 

 

 

８区 ３年１組 山下達也くん 
 最後の東葛駅伝、僕は悔しい思いをしました。２８位という
結果ではなく、自分の走りを100％発揮することができなかっ
たからです。この悔しい思いを忘れず、これからも頑張りたい
と思います。今回走れたのは、皆の支えがあったからだと思い
ます。本当にありがとうございました。これからも駅伝部の応
援をよろしくお願いします。 

顧問 笹田一樹先生 

 先日の東葛駅伝では、先生方をはじめ、
保護者の皆様や地域の方々に支えられ、28

位という成績を残すことができました。あ
りがとうございました。 

 部長の相澤君を中心に、９名の３年生が
それぞれの持ち味を出してチームを引っ張
ってくれました。今年の夏は猛暑もあり、
なかなか思うように練習を積むことができ
ませんでしたが、一人ひとりが高い意識を
持ち、練習に取り組むことができました。 

 その成果が出たのが１０月３日に行われ
た葛北駅伝。序盤から先頭争いをし、２位
で県駅伝大会出場を決めることができまし
た。東葛駅伝では、目標としていた順位に
は届きませんでしたが、全力で走りきった
選手達にはこの経験を活かし、この先さら
に頑張ってもらいたいと思います。 

 また、１１月４日（日）に柏の葉公園で
県駅伝大会が行われます。このチームで走
る最後の駅伝。選手とともに最後まで全力
で駆け抜けたいと思います。 

 新チームで東葛駅伝経験者は４人。今回
の悔しさを忘れず、これまで先輩たちが築
いてきた土台の上に新たな伝統を築いてい
きたいと思います。 


