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確かな学力を身につけ、心豊かで、たくましく生きる生徒の育成

易醇に局lデブ、充突したH々を! !

校長 大野 真裕

始業式で、次のようなあいさつをいたしました。

いよいよ2学期が始まりました。今日は4つのお話をします。
1つ目は部活動についてです。夏休みの生活は、いかがでしたか。

今年度は、無事に総合体育大会を開催することができました。 7月から、

長い人では8月まで総合体育大会に出場して日頃の成果を存分に発揮して

きました。 3年生にとっては最後の大会。私は、勝敗よりも、 3年生が1

年生から始めた1つのことに、しっかり取り組んでやり遂げたことに大き
な意味があると思っています。 3年生の皆さん。最後までよく頑張りまし

た。悔しさで終わった人、納得して終わった人さまざまですが、皆さんが ソフトボール部総体から

これまで取り組んできてくれたおかげで、栄中の部活動が伝統として後輩たちに受け継がれていきま

す。自分の技量を高めつつ、下級生をリードすることはとても大変であったと思います。下級生を納
得させるには、口で指導するだけではなく、姿勢で示さなくてはならないからです。つらいことも多
かったでしょうし、仲間のありがたさを感じたこともあったでしょう。いろいろな意味で、本当に、
よく頑張りました。そして皆さん、大きく成長しました。お疲れさまでした。

さて、 2年生は夏休み中に3年生からバトンを渡されています。サッカー部の諸君のあいさつが、
ひときわ元気に聞こえるのは、 3年生が引退して、自分たちの代になり、チームの代表であること、

部活動の中で最上級生になったことを意識している証として理解しています。 2年生の皆さん、これ

からの栄中の部活動をよろしくお願いします。 3年生から受け継いだバトンをしっかり握って、全力
で引っ張ってください。

そして1年生、夏休みの練習はどうでしたか。この夏休みの練習を乗り切ることで、本当の意味で
中学生になることができたと思います。暑い中での練習に耐え、夏休みを過ごすことは、大きな山を

1つ乗り越えたことになります。 3年生や2年生の姿を焼き付け、自分たちの代になった時、どんな

先輩像を描いて生活するのか。すでに、皆さんの代への準備に入っています。 1, 2年生の諸君には、
さらに、栄中の部活動を発展させることができるように取り組んで欲しいです。

2つ目は、コロナ感染症についてです。皆さんもご存じのとおり、感染が拡大しています。小学生

や中学生の感染も以前よりも増えています。保護者の方から、感染の拡大への不安について、ご意見
をいただいています。また、メールで、本日9月1日の始業を延期した方がよいのではないかという

ご意見もいただいています。皆さん、栄中の子どもたちを真剣に大切に思ってくださる方々です。一

方で、学校としては、皆さんの学びの機会を保っていかなければなりません。友達と切磋琢磨する機
会は、中学生の時期にとても大切な経験として、今後の皆さんの人生に大きな影響を与えることと思
います。大学生の中には、ほとんどをリモートによる授業に費やされ、せっかく入学した学生生活を
一人で過ごさなければならないことに大きな悩みを抱えている人もいます。みんなで学ぶことがいか
に大きな意味を持つか、感染拡大の不安な時期ではありますが、今日から2学期を始めることとしま

した。その意味をみんなで理解して、今まで以上に感染対策に真剣に取り組んでください。直近では、

コロナ禍での体育祭が間近です。昨年も、規模を縮小して行った体育祭でした。今年度の体育祭は、
デルタ株の感染力の強さを考えると学年種目や応援の実施について、細心の注意を払わなければなり

ません。密になったり、大きな声を出す活動は、感染のリスクを高めます。皆さんにはそのことを理



解して、活動をしていただかなくてはなりません。特に3年生のムカデレースは、密になることが影
響しますので、種目の変更をお願いすることとなります。また、応援合戦についても、大きな声を出
しての応援は、飛沫が飛び、周りの人に感染をさせるリスクが高まります。応援合戦も、声を出すの
は応援団の人のみ、応援席の生徒は声を出さないこととしました。このような中での活動であること

を理解してもらわなくてはなりません。制限の中で、みんなでできることを精一杯頑張りましょう。

次に部活動についてです。本日より9月1 2日までの緊急事態宣言中、活動を停止することとしま
した。また、スクールバスについて、できるだけ密をさけるため、ローテーションで早便と遅便に乗

車してもらうこととしました。バスの中でのマスクの着用の徹底や会話を控えるなどの約束事をしっ
かり守ってください。

3つ目は、本校の藤江健先生が日本卓球協会から指導者表彰されました。千葉県内で表彰されたの
は、 3名の先生方です。全国単位での表彰です。藤江先生のこれまでの努力と功績が認められ、今回

の表彰となりました。おめでとうございます。
4つ目は、栗田先生に変わって、本日より、西尾由美先生をお迎えしました。美術科の先生として、

お世話になります。所属は1年生です。美術部の顧問もやっていただきます。どうぞよろしくお願い

します。
それでは、行事が多い2学期です。充実したものとなるよう、みんなで力を合わせ、進んでいきま

しょう。

保護者の皆様には不安な気持ちを抱きつつも、お子様を送り出していただいていることに感謝をす
るとともに、皆様の信頼にこたえることができるよう、感染症の対策を徹底して教育活動を展開して
÷まいります。今後とも本校の教育活動へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

第70回記念 千葉県 小中高 肩書大会 

山根 唯 千葉日報社賞 

印旛郡市中学校 卓球大会 

笹岡美奈子 女子団体優勝(県大会出場) 

中村 虹美 書星会賞 神谷 優奈 女子団体優勝(県大会出場) 

薄田 碧 書星会費 永野 美羽 女子団体優勝(県大会出場) 

野中あおい 書星会費 弘海瑠奈 女子団体優勝(県大会出場) 

海保実為和 特選 藤澤 優杏 女子団体優勝(県大会出場) 

満仲 広海 特選 上原 乗奈 女子団体優勝(県大会出場) 

王子 千和 特選 大関 真央 女子団体優勝(県大会出場) 

川島 心葉 特選 伊藤 志保李 女子団体優勝(県大会出場) 

御代川碧紀 特選 海保蘇為和 女子団体優勝 

伊藤志保李 特選 海東利々花 女子団体優勝 

萩原 悠未 金賞 松元 優悟 男子団体優勝(県大会出場) 

大野 二正紘 金賞 青野 竜也 男子団体優勝(県大会出場) 

笹田美奈子 金賞 野村 顕太 男子団体優勝(県大会出場) 

山田 陽梨 金賞 野平 悠哉 男子団体優勝(県大会出場) 

中島 蒼海 金賞 神谷 悠舞希 男子団体優勝(県大会出場) 

篠崎 恭子 金賞 麻生 大硲 男子団体優勝(県大会出場) 

池江 彩乃 金賞 佐藤 涼星 男子団体優勝(県大会出場) 

宮本 悠花 金賞 青野 竜也 男子シングルス準優勝(県大会出場) 

浅倉沙耶乃 金賞 松元 優悟 男子シングルス第3位(県大会出場) 

木間 愛乃 金賞 野村 顕太 男子シングルス第5位(県大会出場) 

石原 宗眞 金賞 神谷 悠舞希 男子シングルス第9位(県大会出場) 

山田 彩乃 金賞 徳田美奈子 女子シングルス優勝(県大会出場) 

弘海 瑠奈 金賞 藤澤 優杏 女子シングルス準優勝(県大会出場) 

山之内和葉 金賞 永野 美羽 女子シングルス第5位(県大会出場) 

栗林 穂果 金賞 弘海 瑠奈 女子シングルス第5位(県大会出場) 

向井 心葉 金賞 神谷 優奈 女子シングルス第9位(県大会出場) 



大竹 美月 金賞 

千葉県 中学校 卓球大会 

松元 優悟 男子団体準優勝(関東大会出場) 

川上 荊慧 銀賞 青野 竜也. 男子団体準優勝(関東大会出場) 

大野 紗帆 銀賞 野村 現太 男子団体準優勝(関東大会出場) 

尾坂 葵美 銀賞 野平悠哉 男子団体準優勝(関東大会出場) 

根本 奈緒 銀賞 神谷悠舞希 男子団体準優勝(関東大会出場) 

印旛郡市 中学校 バレーボール 大会 

石井 奮太 優秀選手賞 

麻生 大硲 男子団体準優勝(関東大会出場) 

佐藤 涼星 男子団体準優勝(関東大会出場) 

松元 優悟 男子シングルス第5位(関東大会出場) 

印旛郡市 中学校 美術部展 

安藤 真希 優秀賞 青野 竜也 男子シングルス第5位(関東大会出場) 

青木 華 佳作 

栗原 桃 佳作 

9月の行事予定
1 水 始業式 避難訓練 身体計測 16 木 体育祭 給食あり 

自転車点検 お弁当の日 

2 木 給食開始 3年生第2国英カテスト 17 金 

3 金 定期テスト3日日諸活動停止 18 土 

4 土 諸活動停止 19 日 

5 口 諸活動停止 20 月 敬老の日 

6 月 第2回定期テスト1日日 21 火 職員会議 部活動休養日 

7 火 第2回定期テスト2日日 22 水 中学校英語発表会 

体育祭結団式 リーダー会議 

8 水 第2回定期テスト(保体,技・家) 23 木 秋分の日 

体育祭練習開始 

9 木 24 金 

10 金 25 土 

11 土 26 日 

12 日 ー緊急事態宣言期間 27 月 全校評議会 

13 月 28 火 

14 火 体育祭予行 29 水 専門委員会 

15 水 体育祭前日準備 30 木 部活動休養日 

いじめ相談窓口

鈴木良平教諭 御堂 恵教諭

新井博之教諭 渡邁あゆみ教諭
大坂将大教諭 菊池早苗教諭

柳澤晶子養護教諭 冨井久貴教頭

セクハラ相談窓口

加山絢子教諭 三橋佐知子教諭

御堂 恵教諭 新井 博之教諭

鈴木良平教諭 片瀬 実教諭

柳澤晶子養護教諭宮井久貴教頭


