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突然ですが、右の図を見てみてください。
ほとんどの人には、渦を巻いてい 総合体育大会前の大事な時期に、練習制限がか

るように見えているはずです。しか かりました。十分な準備ができたかといえば、とても
し、これはたくさんの同心円からでき 難しかったはずです。それでも、３年生にとっては最
ている図形です。一番外側の渦を指 後の公式戦。どの部も残された時間を大切に、一生
でたどると、内側に入り込むことがな 懸命練習に取り組んでいました。試合では、チーム
く円になっていることがわかると思い 一丸となり最後まで全力で戦い抜いていました。県
ます。実際とは違ったように見えてし 大会、さらには関東大会まで勝ち抜く素晴らしい結
まう「錯視」という現象が起きている 果も残すことができました。３年生が繋いできた光中
のです。 の伝統は、熱き思いとともに後輩へとしっかり受け継
人間が受け取る情報のうち、８割は視覚からの情 がれていくはずです。

報だと言われています。そんな重要な情報ですら、受 また、席書大会でも多くの生徒が素晴らしい賞を
け取っているものが全て正しいとはいえないのです。 受賞していますので紹介させていただきます。
ＳＮＳが普及し、私達の身の回りにはたくさんの情

報が溢れています。最近は新型コロナウイルスに関 ☆がついている種目等は、県大会出場権獲得！！
するものが多くなっていますが、学校生活で考える
と、進路、勉強の仕方、部活動の技術の向上、友達と ◎野球部 ☆優勝
の接し方など、極端な話、知りたいことを検索すれば
何らかの答えが返ってきます。その中からお子様は １回戦 対 大網中 11－０
自分で正しいと思ったものを選択することが必要に 準決勝 対 白里、九十九里 12－２
なってきます。もちろん積極的に情報を集めることは 決 勝 対 東金中 １－0
大切です。しかし、簡単に手に入るがゆえに、どれが
正しいのか迷う時がでてきます。この時期の悩みは、 ◇県大会
お子様にとって大切なものであることは間違いあり １回戦 対 千葉日大一中 １－４
ません。もちろん、職員一同、全力でサポートさせて
いただきますが、家庭で過ごす時間が多くなっている
今、ぜひご家庭でも様々な話をしていただければと ◎剣道部
思います。きっと自分では見えていない、気づけてい
ない視点からのアドバイスになっていることもあると （男子） ３位
思います。 予選ﾘｰｸﾞ 対 松尾中 ３－０

対 芝山中 ２－０
決勝ﾘｰｸﾞ 対 九十九里中 １－３

先日、「光中学校における感染予防対策の徹底 対 大網中 ０－２
及び生徒の教育活動について」を配付しました。確 対 成東東中 ０－３
認していただけたでしょうか。いつ、誰が感染しても
おかしくない今の状況下においては、学校と家庭と （女子）
が協力して取り組んでいかなければならないと強く 予選ﾘｰｸﾞ 対 成東東中 １－３
感じています。特に２学期から新たに始めていく対策 対 山武中 ３－１
もあります。学校でも周知徹底を図り、今まで以上に ２位ﾘｰｸﾞ 対 成東中 ０－２
意識高く取り組んでいきたいと思いますので、ご家 対 東金中 ０－３
庭でもご協力をお願いいたします。
なお、緊急事態宣言の解除も含め、まだまだ先が

見えない状況です。学校行事については、中止や延 ◎卓球部
期の連絡をさせていただいているものがあります。秋
季大会を含めた部活動についても、今後新しい情報 （男子）
が入ってくる予定です。学年・学級だより等でも連絡 予選ﾘｰｸﾞ 対 東金東中 ０－３
していきますが、学校ホームページやメールを活用し 対 東金中 ０－３
ていきますので、こまめに受信メールを確認していた 対 成東中 ３－２
だくようお願いします。
もし、不明な点等あれば、遠慮なく学校までご連 （女子）

絡ください。 予選ﾘｰｸﾞ 対 蓮沼中 ３－２
（参考） 対 東金西中 ２－３
◇中学生の感染経路（７月）～文科省報告～
学校内感染 １１％ 家庭内感染 ５７％
感染経路不明 ２８％ その他 ４％ ◎総合体育大会の熱戦の結果は、裏面に続きます！



◎陸上競技部 総合 第５位 ◎ソフトテニス部

（男子）総 合 第5位 （男子）
１年 １００ｍ 第4位 向後壮一郎 １回戦 対 増穂中 ３－０

☆１年 走幅跳 第1位 向後壮一郎 ２回戦 対 東金中 １－２
第7位 桑原 聡志

１年 １５００ｍ 第6位 伊橋 陽仁 （女子） ☆団体 優勝
２年 １００ｍ 第6位 深田 夏 ２回戦 対 松尾中 ３－０
３年 １００ｍ 第7位 鈴木 颯人 準決勝 対 山武中 ２－１

第8位 畑井 裕介 決 勝 対 横芝中 ２－１
共通 ２００ｍ 第6位 鈴木 颯人
共通 １５００ｍ 第1位 布施 尚希 ◇県大会 第３位《祝 関東大会出場》

☆共通 ３０００ｍ 第3位 布施 尚希 １回戦 対 館山中 ３－０
共通 走幅跳 第7位 伊藤 翔 ２回戦 対 行田中 ２－１
共通 4×100ｍＲ 第３位

鈴木颯人,畑井裕介,山﨑敦也,深田夏
◇関東大会

（女子）総 合 第４位 １回戦 対 宮郷中（群馬県１位）
☆１年 １００ｍ 第１位 伊藤 瑠花 １－２
２年 １００ｍ 第８位 島田 瑛未
３年 １００ｍ 第７位 平野 楓 ☆個人 準優勝 越川優花・内山心温
共通 ２００ｍ 第６位 椎名 恵

☆共通 ８００ｍ 第１位 椎名 恵 ◇県大会 ﾍﾞｽﾄ１６ 越川優花・内山心温
第２位 椎名 美月

☆共通 １５００ｍ 第１位 椎名 美月
共通 走幅跳 第４位 平野 楓 ☆ちばジュニア強化指定選手

第６位 島田 瑛未 陸上競技 布施 尚希
共通 4×100ｍＲ 第４位 バレーボール 高橋 愛梨

越川真衣,平野楓,椎名恵,島田瑛未

◇県大会 〇第７０回記念千葉県小・中・高校席書大会
共通 ３０００ｍ 第５位 布施 尚希

・書星会賞 椎名恵

◎バレーボール部 ・特選 中西 幸之助
花香 七星

１回戦 対 横芝中 ２－１ 堀澄 咲奈
２回戦 対 成東中 １－２

・金賞 伊橋 里咲
川野 結衣

◎サッカー部 伊藤 凛音
伊東 綾梨

１回戦 対 横芝中 ０－１ 鈴木 颯人
北川 えりか

◎バスケットボール部 ・銀賞 高橋 悠翔
鈴木 龍

（男子） 川野 捺稀
１回戦 対 成東中 ６１－４７
２回戦 対 九十九里中 ３７－９１

（女子）
１回戦 対 増穂・東金北 ３４－９３

新人戦は、緊急事態宣言を受け、１０月以降への延期が決定しています。また、部活動中止期間は、８月
２１日から９月１２日まで続いています。モチベーションを保つことが大変な状況にありますが、１・２年生にと
っては新チームとなり初めての公式戦になります。今自分にできることに何があるのか、チームのために何が
できるのか、いつもとは違った戦いが始まっていると思います。この時期をどう乗り越えていくのか。知恵と工
夫が必要です。


