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以前、朝読書のときに、中澤佑二さん(元サッカー
日本代表主将)の｢自分を動かす言葉｣という本を 学校における部活動は、共通の種目や分野に興
読みました。今まで生きてきた中で、自分の力になっ 味・関心のある生徒が学級や学年の枠を超えて、自
てきた｢言葉｣をまとめた１冊でした。私は、言葉には 主的・自発的に参加する活動です。そこでは、生徒
不思議な力があると考えているので、とても共感で はスポーツや文化に親しみながら、共通の目標のも
きました。その中の１つを紹介します。 と、互いに協力し、切磋琢磨する中で、他者を思い

やる心や好ましい人間関係、連帯感などの社会性
人生において｢成功｣は約束されてない。 を身につけていきます。
しかし、人生において｢成長｣は約束されている 特に本校では、「人間力」「生きる力」をつけるこ

田坂 広志さん（多摩大学教授） とに主眼をおいて指導にあたっています。「人間力」
としては、思いやり・感謝・感動する心を、「生きる

４月当初、みなさんは決意をもって生活し始めた 力」としては、先を見る力や準備力、我慢する力など
はずです。でも、中には思うような結果につながって をつけさせたいと考えています。
いないと感じている人もいるかもしれません。しかし、
結果がでないことを悔やむ必要はありません。その
中で、小さくてもいいので、自分の成長を感じてくだ （１）「学校と保護者の連携」について
さい。未来を切り拓くのは簡単なことではありませ
ん。だからこそ、努力することに意味があり、続けてい 子ども達の悩みの多くは部活動に関することで
くことが大事だと思うのです。みなさんの人生はまだ す。異年齢集団に所属することで先輩との上下
始まったばかりです。どうぞ、失敗を恐れず、自分を 関係や敬語などの言葉遣いを学びながら、とき
成長させるチャンスを探してみてください。 には先輩との関係や仲間関係に悩みます。いじ
自分次第で見える景色は大きく変わります。 めに対しては、絶対にすぐ対処しますが、そうでな

い場合はご家庭と連絡をとりながら、自分たちの
力で解決できるようにできる限り見守っていきた

町教育委員会により、働き方改革の一環として導 いと考えています。
入されている留守番電話について、先日、運用方法 また、子供たちが逆境や困難に負けない強い心
を変更する文書を配付しました。再度確認させてい をもつことができるよう、ときには顧問から厳しい
ただきます。ご不便をおかけすることもありますが、よ 声がけや指導があると思います。子供たちにとっ
ろしくお願いいたします。 て負荷のかかる場合もあるかもしれません。そん

なときは、学校と保護者が連携しながら、「子供
１ 変更点 たちの成長」のために、お子様にとって一番のア
(1)平日 プローチを共に考えていきたいと思います。
☆変更前
最終下校時刻の1時間後から午前７時３0分まで （２）「部活動の運営」について
☆変更後 ↓
最終下校時刻の1時間後から午前６時５0分まで 子供の減少に比例し、教員数も減り、その競技

の専門の先生を顧問につけることができない状
２ 変更理由 況にあります。経験のない競技を指導書を参考
(1)朝練習を欠席する場合の連絡に対応するため にしながら、指導にあたっているの顧問もいると

いう現状です。また、顧問の家庭の事情等、朝練
上記以外の遅刻・欠席の連絡は、今まで通り、 習や休日の練習を十分にできない場合もありま

午前７時３０分以降にお願いいたします。 すので、ご理解ください。

（３）「大会の送迎や購入品」について

７月８日に予定していた１学期末保護者会です 春季大会、総合体育大会、秋季大会は、町の予
が、全学年が同日に開催するのは難しいため、今年 算でバスが出ますが、それ以外の招待試合や練
度も中止にします。ただし、３年生については、保護 習試合などは、保護者に送迎をお願いするとき
者の方の参観は見合わせますが、午後に生徒のみ が出てきます。公共機関も活用しますが、不審者
で薬物乱用防止教室を開催する予定です。 対応などの観点からも送迎にご協力ください。ま
授業参観につきましては、７/１２(月)～/１４(水) た、購入品については各部活動で説明があった

の期間で、１学期末三者面談を予定していますの かと思います。必ず必要なものもありますが、希
で、この期間中をフリー参観週間とし、学校を開放し 望者のみの物もあります。ご確認ください。
ます。ご都合が合えば、ぜひ学校にお越しください。



昨年は実施できなかった春季大会。悔しい思いもしましたが、先輩たちの思いも胸
に、光中学校の選手たちは躍動しました。

☆陸上競技部 ☆卓球部

（男子）☆県大会出場権獲得 （男子）
１年 １００ｍ 第2位 鈴木 龍 団体戦
３年 １００ｍ 第7位 畑井 裕介 予選 対 山武中 ０－３
共通 ２００ｍ 第8位 鈴木 颯人

☆共通 ８００ｍ 第1位 布施 尚希 （女子）
☆共通 １５００ｍ 第1位 布施 尚希 団体戦 ３位
共通 4×100ｍＲ 第4位 予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 対 大網中 ３－１

鈴木颯人,畑井裕介,岩澤悠星,伊藤翔 決勝ﾘｰｸﾞ 対 成東東中 ０－３
対 東金東中 １－３

（女子）☆県大会出場権獲得 対 横芝中 ２－３
☆１年 １００ｍ 第２位 伊藤 瑠花
３年 １００ｍ 第６位 平野 楓

☆１年 ８００ｍ 第１位 椎名 美月 ☆バレーボール部
共通 ２００ｍ 第４位 椎名 恵

☆共通 ８００ｍ 第１位 椎名 恵 予選ﾘｰｸﾞ 対 蓮沼中 ２－０
共通 走幅跳 第４位 島田 瑛未 対 東金中 ２－１
共通 4×100ｍＲ 第５位 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 対 成東中 １－２

平野楓,椎名恵,越川真衣,島田瑛未

☆バスケットボール部
☆ソフトテニス部

（男子）
（男子） １回戦 対 九十九里中 ３１－１００
個人戦（県大会出場）
行方 聖流・鈴木 琉生 第５位 （女子）
野﨑 圭太・中村 勇陽 第５位 １回戦 対 横芝中 １６７－ ９

２回戦 対 大網中 ４０－８８
（女子）
団体戦
郡春季大会 優勝 （昨年度中に開催） ☆剣道部
県春季大会 ベスト８
１回戦 対 白井中 ３－０ （男子） ３位
２回戦 対 小中台中 ２－０ 予選ﾘｰｸﾞ 対 東金中 ３－０
３回戦 対 浦安中 １－２ 対 東金東中 ２－１

決勝ﾘｰｸﾞ 対 九十九里中 １－２
個人戦（県大会出場） 対 大網中 １－１
越川 優花・内山 心温 優勝 対 成東東中 ０－１
越川 瑠菜・鵜ノ澤りりあ ３位
土屋 祐奈・藤原 七海 ５位 （女子）

予選ﾘｰｸﾞ 対 成東東中 ２－２
対 成東中 ２－１

☆サッカー部 ３位 対 横芝中 ３－１
※合同チームのため、決勝リーグに進めません。

１回戦 対 成東・成東東・九十九里 ０－０(ＰＫ)
準決勝 対 大網中 １－２

どの部も、この大会を通して、たくさんの成
果を残すことができたと思います。また、夏の

☆野球部 優勝 総合体育大会に向け、取り組むべき課題もはっ
きりしたはずです。日々の練習の中で、どんな

１回戦 対 大網中 ４－３ 練習を積み重ねていきますか。
準決勝 対 東金西、山武、成東東 ５－１ すでに、戦いは始まっています。
決 勝 対 東金中 ２－１


