
10月 29日(日曜日) 

卓球部秋季大会個人戦結果報告 

 10月 29日（日曜日）に宮本中学校で秋季市民卓球大会個人戦(シングルスとダブ

ルス)が行われました。団体戦では、惨敗した芝山中学校でしたが、個人戦は頑張っ

たと思います。 

 キャプテンの飯田君が、8決定戦で坪井中の山口選手を破り、ベスト 8、準々決勝

の池園選手(シングルス 2位)には敗れましたが健闘しました。 

 田辺君の頑張りも光りました。16決定戦で旭中(団体 1位)のレギュラーでカットマン

の粘り強い山本選手をフルセットで倒し、8決定戦大穴中のエースで前回 1年生大

会 2位の清水選手を同じくフルセットで振り切り、ベスト 8にまで進出しました。準々

決勝では、旭中の森口選手に惜しくも敗れましたが、実力は出したと思います。飯田

君と田辺君は、県大会出場が決まりました！ 

 ダブルスでは、前回準優勝の島田・山﨑組が順調に勝ち進みましたが、準決勝で、

坪井中ペアに 3-1で敗れましたが実力は示したと思います。 

 惜しかったのは、河内君、ベスト 16に進出し、あと 1勝で県大会というところまで来

ていましたが、中宋根(行田中)日下部(葛飾中)に連続して惨敗し県大会出場を逃しま

した。本人も大変悔しがっていましたが、次にその悔しさをぶつけてほしいと思いま

す。  （文責：駒野） 

10月 28日(土曜日) 



授業参観・バザー 

授業参観の様子 

 

 

 

今年 2回目の授業参観が行われました。

先週の台風の影響で順延となり、陸上秋

季大会が重なり、陸上部の生徒は、出席で

きませんでしたが、どのクラスも落ち着いて

しっかりと授業が行われた様子がうかが

え、「芝中の生徒は素晴らしい」という姿を

ご覧いただけたようです。 
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バザーの様子 

 

3年ぶりにバザーが開催されました。今日も、次の

台風 22号が接近しており、途中から雨がぱらつき

心配されましたが、無事にバザーを行うことができま

した。 

PTA・親父の会の皆様、ありがとうございました。 
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校長先生は、親父の会と焼き鳥担当に奮闘！ 

10月 27日(金曜日) 

道徳集会 

映像教材「悩まずアタック～脱・いじめのスパイラル」 
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＜あらすじ＞  

 部活で、1年生ながらレギュラーをとった

女子生徒が、他の 1年生からねたまれ、い

じめがエスカレートしていった。仲間はず

れ、靴隠し、教科書を破られる、部室に閉

じ込められる、メールで「バレー部やめろ!

死ね」などの卑劣な嫌がらせが続いた。悩

みを誰にも相談できないでいたが、全校で

行った「学校生活アンケート」で思い切って

いじめられていることを書いた。 

 そこから、解決に進み、生徒達はもとのよ

うに仲良く部活に打ち込めるようになった。 

いじめを無くすために 

1 いつも相手の気持ちを考えるように努力

する。 

2 誰もが、被害者、加害者になる可能性

があることを肝に銘じ、いじめを断ち切るこ

とが大切。 

3 自分は、たくさんの人に支えられてい

る。みんなで支え合いながら生きていくこと

が大切。 

10月 26日（木曜日） 
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3年生 校長先生との面接練習 

9月末から始まった 3年生一人ずつの校長面接も、残すところあと数人となりました。

生徒は「今までで一番緊張したけど、その環境で練習が出来て良かった。」「言葉遣

いや返事が慣れず難しかった。」など、滅多に入れない校長室での練習を終えて、ホ

ッとしている姿が印象的です。 

しかし、本番はもっと緊張することでしょう。その時までに更に練習を積み、自信をつ

けていきましょう。（文責：3学年主任 秋原） 

 

10月 24日（火曜日） 

SUN祭リハーサル 

SUN祭まで残りわずかとなりました。 

24日（火曜日）には各学年でリハーサルを行いました。 

体育館ステージを使ったクラス練習では、声の響かせ方、歌詞の伝え方などを最終

確認しました。 
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後半の学年リハーサルでは学年全体で歌う学年合唱から 3 クラスの発表までを本番

通りの流れで予行練習しました。 

これまで各学年で切磋琢磨し、どのクラス合唱も仕上げの段階に入っています。 

聴いてくれる人がいるときこそ”本領発揮”ができるよう、残り数日も頑張ってほしいと

思います。 

10月 23日(月曜日) 

後期始業式 

台風 21号の上陸で、今日は 10:00登校、そして後期始業式が行われました。内容

は、部活動大会関係の結果報告、後期生徒会役員・学年代表・各委員会委員長の委

嘱状交付式、それぞれの後期に向けての抱負発表など、盛りだくさんの内容でした。 

校長先生の話 



 

後期の授業が始まるにあたり,校長先生か

ら生徒に向けてお話がありました。今回の

話のテーマは,「いじめについて」でした。話

した内容について,以下に紹介します。 

 みなさんは「いじめられる理由」につい

て、どう思いますか。心の中で答えてくださ

い。「いじめがおきるのは、いじめられる側

にも原因がある。」と思いますか。 

 原因があるとしたら、どんなことが理由に

なるのでしょう。暗くて、嫌いだからですか。

でも、明るくて、目立つからいじめられるこ

とだってあります。 

 私は、いじめられる側には原因がないと

思っています。いじめられる側にも原因が

あるといって、いじめをする人は、自分がや

っていることを正当化するための言い訳に

しているだけではないでしょうか。 

 また、同じクラスの人がいじめられている

のに、いじめられる側にも原因があるから

だと見てみぬふりをする人は、勇気が無く

て逃げている人だと思います。 

子どもにとって、人間関係でのトラブルは

つきものです。けんかであれば、それは大

抵の場合、お互いに原因があり、相手の気

持ちを理解したり、謝ったりすることで解決

していくでしょう。でも、「いじめ」は違いま
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す。いじめは、いじめている人が 100％悪

いです。そして、相手の心を傷つけるだけ

ではなく、自分の心も壊していきます。 

 私は、いじめられて苦しむ人も、いじめて

心を壊す人も作りたくありません。この芝山

中の生徒全員が、「自分の心」とともに「相

手の心」も大切にできるようになってほしい

と心から願っています。 

 部活動大会結果報告 

 

 

委嘱状交付式 
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10月 21日(土曜日) 

秋季大会結果報告 

＜卓球部＞ 

 卓球の秋季大会（新人戦）の団体が、10月 21日（土曜日）に、船橋中学校体育館

で行われました。芝山中の卓球部は、習志野台中との接戦もありましたが、全勝で予

選リーグを勝ち上がり、ベスト 8に進出しました。 
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 決勝リーグ初戦（準々決勝）の相手は、三田中でした。もともと優勝候補の一角のチ

ームで強敵でした。1・2番をとられ、ダブルスをキャプテンの飯田君がフルセットでと

もにリードあうる展開でラストの河内の相手が三田中の 4番手だったにで、チャンス

があるかと思われましたが、健闘むなしく負けてしまいました。残念ですが、次につな

がる試合ができました。 

29日（日曜日）に宮本中で、個人戦があります。頑張ってほしいものです。（文責：駒

野先生） 

＜サッカー部＞ 

秋季市民サッカー大会（新人戦）の決勝トーナメント 1回戦が 21日（土曜日）にタカス

ポ（高瀬下水処理場上部運動広場）で行われ、 

七林中に 0-2で敗れ、ベスト 16で敗退となりました。試合中盤は押し気味に展開し

たものの、結果的には得点力不足と体格差に圧倒された 

試合となってしまいました。雨の中、たくさんの応援ありがとうございました。（文責：サ

ッカー部顧問 秋原） 

10月 18日（水曜日） 

1年生 キャリア教育 

1年生は総合的な学習の時間に自分の将来について考える「キャリア教育」に取り組

み始めました。 

先日はパソコン室や図書室を使って自分の興味のある職業について調べたり、新し

い視点から自分をみつめる特性発見ゲームをしたりしました。 



11月 9日と 10日の総合体験学習日には様々な職業の方をゲストにお招きしてお話

を聞く機会を設けます。 

今日はゲストに質問したいことを事前に考えました。 

自分の将来を考えるきっかけにしてほしいと思います。 

 

10月 13日（金曜日） 

3年生 進路説明会 

今年度 2回目の進路説明会が行われました。進路主任からスライドを用いての説明

でしたが、前回よりも具体的な内容で、試験当日までの流れも 

はっきりとしました。いよいよ「進路選択間近」となり、3年生は悩みが尽きない時期だ

と思いますが、明確な目標を持ち、達成に向けて一歩一歩、落ち着いて歩んでいって
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ほしいと願っています。雨の中、大変足下の悪い中でしたが、大勢のご来校ありがと

うございました。（文責：3学年主任 秋原） 

  

10 月 11 日（水曜日）2 年生技術作品「LED ライトスタンド」展示 2

年生技術の授業で、LED ライトスタンドを製作しました。板材から各部材(シェード部

分・フロント材部分・サイド部材)のデザインを工夫し、切ったり削ったり、くり抜いたり、

穴開けしたり、みんなすばらしいデザインの作品を完成させました。 

そして、初めてのハンダづけで、ライト部品を基板に取り付け、LED リボンライトをシェ

ードに取り付け、アダプターをコンセントにつなげてライトを点灯させました。全員完

成！ 

2階職員室前に展示してありますので、ご覧ください。 
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10月 10日（火曜日） 

1年生家庭科作品ファッションショー 

 

前期 1年生家庭科の授業で、エプロンを

製作しました。エプロンのファッションショ

ー。 

苦労したところと工夫したところを発表して

もらいました。みんな、とてもかわいい作品

を完成させました。 
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10月 6日（金曜日） 

生徒会本部役員選挙 立会演説会 

 

生徒会本部役員選挙での立会演説会、1年生 4名のスピーチ文を紹介します。 

 1年 1組 男子生徒 

小さな学校の良さを活かして、みんなが仲間になれるような学校にするため、僕は貢

献したいと思い、生徒会本部役員に立候補しました。地域の人との交流を増やした

り、生徒の自主的な活動を増やしたりするために皆さんの力が必要です。応援よろし

くお願いします。 

1年 1組 女子生徒 

私が生徒会本部役員に立候補した理由は、先輩方が壮行会や新入生歓迎会などで

全校の中心となって活動している姿を見て、自分も力になりたいと思ったからです。役

員となり、いろいろな行事などで積極的に活動し、良い学校づくりに努めていきたいで

す。また、「笑顔で明るい挨拶」ができる学校にしていきたいです。 

1年 2組 女子生徒 
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私が役員になったら、芝山中のよいところをのばし、全校のみなさんの意見を取り入

れられる生徒会にします。芝山中は行事がとても盛り上がるし、他学年同士でも仲が

良いので、そこを引き継いでいきたいです。 

1年 2組 女子生徒 

私は生徒会本部役員となり、笑顔あふれる明るい学校にしたいです。具体的には、ル

ールを守ってもらえるよう呼びかけたり、みなさんが気持ちよく活動できるように校庭

を掃除したりしたいです。私は芝山中学校のために全力で頑張っていきたいと思って

います。 

どの立候補者も、全校生徒の前で堂々と自分の思いを述べていて、とても頼もしく感

じられました。 

選挙にむけた活動にも学年を挙げて取り組み、皆 朝の校門演説や帰りの会の学級

訪問にしっかりと取り組むことができました。 

10月 5日（木曜日） 

生徒会本部役員選挙 立会演説会 

 



 

昨日行われた生徒会本部役員選挙での立会演説会、2年生 4名のスピーチ文を紹

介します。 

 2年 1組 女子生徒 

 この度、昨年度に引き続き生徒会本部役員に立候補しました。私が生徒会本部役

員に立候補した理由は、学校のため、皆さん生徒全員のため力になりたいと思った

からです。私は、前回本部役員になってから生徒会の活動や、委員会などの行事を

中心として関わることで、自らが成長でき、とてもやりがいを感じることができました。

この経験をもとに生徒会や委員会、行事を通して、芝中生徒全員が成長できる学校

にしていきたいと思っています。そして、この学校の生徒全員が一人ももれることな

く、充実した価値ある中学校生活が送れるよう、皆さんの力になりたいと思ったからで

す。そのために、まず私が本部役員になったら、以下の 2つのことを改善していきた

いと思います。1つ目は挨拶です。挨拶は旧生徒会本部でも課題にしていました。こ

の学校が気持ちの良い挨拶であふれるよう、様々なことをしてきました。例えば、挨拶

についてのポスターを貼ったり、週に 2回の挨拶運動をしてどの学年が一番活発な

挨拶をしていたかなどを集計したりしました。しかし、挨拶をしている人は特定化され

ていました。挨拶を重視した活動を行い、いつも気持ちの良い挨拶が響くような学校

にしていきたいと思います。2つ目は黙働です。私が思ったのは清掃中に話をしてい

る生徒が多数いるということを感じたので、呼びかけをしていきたいと思います。清掃

の 10分間を黙働すれば集中して清掃ができ、この学校がよりきれいになり、そして

学校を磨くことと同時に自分自身を磨き、向かい合うことができると思います。改善す
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べきところとは逆に、芝山中学校には良い所が沢山あります。特に、ファイト・マナー・

チームワークの芝中精神がこの学校の良いところだと思います。理由は、先日の体

育祭で、皆が励まし合い、マナーを守り、協力して行事に取り組むことができていたか

らです。他にも、明るく元気なとこも芝中生徒の良いところです。このように、良いとこ

ろはさらに良く、改善すべき所は、きちんと改善し、芝山中学校を最高の学校にしてい

きたいと思い、立候補しました。この学校をより良くするために、精一杯頑張りますの

で応援よろしくお願いします。 

  

2年 2組 男子生徒 

 この度、生徒会長に立候補させていただきました。僕は昨年度の後期から生徒会本

部役員を経験してきました。でも全てのことを直せたとは思っていません。この 1年間

は生徒会初経験のメンバーが大半だったので、うまくいかなかったり、何をすればい

いのか分からなくなったりしていました。ですが、今回の生徒会本部は経験者が多く

立候補しています。なので、今までうまくいかなかったことが改善されたり、前はやっ

たことがなかったので、わからなかったことがスムーズにできるようになると思いま

す。そうなればいろんな活動ができるようになり、より生徒会を活発にでき、芝中を良

くしていけると思います。特に僕が直したいのは「けじめ・責任感」です。最近過ごして

いると、授業と休み時間のけじめがついていなかったり、自分のやるべきことに責任

感が持てていない場面が多々ありました。これらを直すことによって、芝中がより活発

になり、自分から物事を進められるようになったり、授業を真面目に受けられるように

なると思います。それと、今まで力を入れてきた挨拶も最初の時よりは良くなっている

と思いますが、授業の挨拶などは足りていないときがあると思います。全ての挨拶や

返事がしっかりとできるようになる活動もしていきたいと思います。より芝中を良くして

いけるように、生徒会長として務めていこうと思いますのでよろしくお願いします。 

  

2年 2組 女子生徒 



 この度昨年度同様、生徒会本部役員に立候補させていただきました。私が生徒会

本部役員に立候補した理由は 2つあります。1つ目は、この学校の生徒の「積極性」

を 1度見直したいからです。この学校は、私たちの代で何回か行っていた挨拶運動

のおかげで、良い挨拶ができるようになったと思っています。それを継続していって、

より積極性を高めたいと思っています。しかし、それ以外の場面で回りを見渡してみる

と、生徒が任意でやるようなことを、人任せにしてしまったり、自分から動こうとする姿

があまり見受けられないことが多々あります。私は、そんな生徒を見かけたときに、も

っとみんなの積極性を伸ばしたり、それにつながる活動をしていきたいと思いました。

もし、その活動ができたなら、この学校はより活発になって良いものになると思いま

す。もう 1つは、より自分を成長させたいからです。これは、昨年の私の目標でもあり

ました。実際私は、昨年度よりも周りが見られるようになったり、率先して声を出せる

ことが多くなったように思います。しかし、まだ人の前に立って話すと、緊張して舌が

上手く回らないときがあります。これは私の将来、必ず克服しなければならないものだ

と思っています。それを克服し、将来のために役立てていきたいと思いました。人前で

しっかり話せるようになったら、生徒会本部としても、より成長できると思います。この

学校を良くするためにも、精一杯頑張っていきたいと思っています。応援よろしくお願

いします。 

  

2年 3組 男子生徒 

 今回、生徒会本部役員に立候補させていただきました。僕は前年度の生徒会役員

選挙にも立候補させていただき当選することができました。そして、本部役員を務める

中で、ＳＵＮ祭や三送会等、様々な経験をさせていただきました。「塵も積もれば山と

なる」という言葉のように、本部役員としての仕事をこなしていくうちに、仕事の達成感

や成功した高揚感を得ると同時に、いつの間にか当たり前のように仕事をこなしてい

く自らの成長や、失敗はしてはいけないという責任感も覚えるようになり、最初の頃よ

りも一層本部役員の仕事に熱意と誠意を持って取り組んできました。その結果、もっ

と学校に貢献したいという意思が芽生え、2度目の立候補に至りました。皆さんは、

生徒会本部役員になる上で必要なことは何だと思いますか。僕は「陰で努力できる



力」「沢山の意見や生徒をまとめる力」そして、皆の期待に応えるという「絶対的な自

信」が必要不可欠だと思います。僕はこの 1年間で全代等の話し合いの場に多く出さ

せてもらい、尊敬する先輩方の積極的な姿勢に強く心を打たれ憧れました。その中で

僕自身に足りないなと思ったことが先程申し上げた、3つの鉄則です。人よりも努力で

きる人は素晴らしい。口では簡単に言えます。ですが、実行するには並大抵でない強

い自制心と精神力を必要とします。これは芝中生徒全員に共通することです。勿論、

実行できている人もいるでしょう。ですが、そんな人はこの学校内のほんの一握りで

はないでしょうか。故に僕は少しでも良いから自分を制し、より多く努力をしていきた

いと思っています。そして今度は自分だけではなく、周りの人も良い方向に変えていき

たい、大きく言えば学校全体を良くしていこうじゃないかと思っています。先程も申し上

げた通り、僕は前年度から本部役員を務めさせていただき、僕に期待してくれる方も

少なからずいると思います。僕はその思いにしっかりと応えて、芝中全体を気持ちの

よい挨拶ができ、オンとオフが切り替えられる、素晴らしい学校にしていきたいと思っ

ています。綺麗事かもしれません。ですが、それで弱気になっていては何事も始まり

ません。皆さんの持つ強い意志がこの学校を変えていくと僕は信じています。 

10月 1日(日曜日) 

高芝地区 福祉まつりボランティア 10 月 1日(日曜日)、「一人はみんなのため

に、みんなは一人のために」をテーマに、福祉まつりが行われました。地域の人たち

が、よりいっそう福祉に対する認識を深め、高芝地区社会福祉協議会に対する理解

と協力の和を広げ、安心のまちづくりに寄与することを目的とするものです。 

本校からも、23名の生徒がボランティアに参加し、とてもしっかりと取り組ん

でくれました。ありがとうございました。 
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