
芝中ダイアリー 

平成 28 年 7 月 21 日（水曜日）・22 日（木曜日） 

総体 各部の報告 

 

   

テニス部 

16 日の個人戦では、核ペアが成長した姿を見

せてくれました。結果、ベスト 16 まで残り、県大

会決めまでいきました。 

21 日の団体戦では、初戦で敗れてしまったもの

の、自分が練習してきたものを出す努力をして

いる姿がありました。数ヶ月で、大きく成長した

姿が見られて、とても楽しかったです。ありがと

う、そして、お疲れ様でした。 

                                           

顧問  鳴海 剛史 
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卓球部 

予選リーグは、4 戦ともある程度安定した戦い

ぶりでしたが、感覚をあけて、準々決勝の旭中

戦が一番の山場でした。小林兄弟が活躍しまし

たが、2－2 のラストで残った木戸脇選手がフル

セットの 5－9 から奇跡の逆転勝ち！！（とても

胃が痛くなりました） 

準決勝の大穴戦、決勝の七林戦は順当に力を

見せて優勝。こおれで、2 年前の総体から市大

会はＶ10 巨人軍を超えられるように頑張りま

す。 

また、県大会では、ベスト 4 目指して、また頑張

りたいと思っています。 

応援よろしくお願いします。 

顧問 駒野 和典 

平成 28 年 7 月 20 日（水曜日） 

夏休み前 全校集会より 

  

校長先生の話 
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1,人間の記憶のしくみは？ 

様々な脳の研究の結果、人間の脳にはいろいろな感覚（刺激）に反応する特定の領

域があることがわかっています。 

様々な感覚を通して脳に入ってきた情報は一旦海馬に行きます。 

 そして、海馬は前頭葉と連携してそれらの情報を選別していきます。 

前頭葉はその情報が側頭葉に記録されているかを調査して、その情報が記録されて

いないとなると、側頭葉に対して情報を保存しておくような指示を出します。  

海馬自体でも情報を保持できますが、短時間しかとどめておくことができないため、海

馬と前頭葉の連携によって海馬よりも長く大容量の情報を保存できる側頭葉に情報

の記録を移すのです。このように情報を短期記憶から長期記憶に定着させる、つまり

強い記憶を意識的につくるためには、脳内の刺激を繰り返し行うことが重要になって

きますから、記憶における反復法は有効だと言えるのです。 

2,やる気スイッチはどこ？ 

「やる気」は脳のほぼ真ん中にある側坐核（そくざかく）という部分が働き脳内物質が

分泌することで「やる気」がでてきます。 

側坐核（そくざかく）は脳の真ん中に左右 1 つずつある小さな器官です。  

側坐核に刺激を受けると勉強の「やる気」が出るのですが、この側坐核はやっかい

で、あなたがやる気を出そうと思っても、なかなか活発に動き出しません。  

では、どうすればこの側坐核が活発に働き、やる気が出て勉強できるのか？  

答えは、 

実際に行動する、  

です。  

まずは問題集や教科書を開き、手を動かし問題を解く、英単語を発音するなど実際に

行動すると、脳に刺激が与えられ側坐核が活発に働きだし、勉強する「やる気」が出

るのです。 

そして  



一度、側坐核が働き出すと、どんどん「やる気」は出てきます。  

つまり、「やる気」は行動しなければ出ません。  

勉強しなきゃと思っているのに「やる気」が起こらず、悩んでいるあなたは、悩む必要

なんてありません。ほとんどの人が同じようにやる気がでないのですから。 

ただ行動に移すだけでいいのです。  

ほんの一歩行動を起こさないだけで、「やる気」は起こらず、そのためにストレスを感

じ自己嫌悪におちいり、どんどんマイナスの方向にまわります。  

逆に、ほんの一歩行動を起こすだけで、「やる気」は引き出され、やってくほど楽しいと

感じ、出来ている感じがストレスを無くし、やればやるほど脳が刺激され「やる気」が

引き起こり、どんどんプラスの方向にまわりだします。 

42 日間の長い夏休み、やり始めたら、やり続けること。 

必ず本物になります。人生は一度きり。やる気スイッチを入れよう！ 

平成 28 年 7 月 16 日（土曜日）・17 日（日曜日） 

総体 各部の報告 

 

   

バレー部 

この 1 年間の努力が実り、千葉県ベスト 8 チ

ームを倒すなど、快進撃中です。21 日（木曜

日）9:00～船橋アリーナで船橋中と県決めを行

います。ぜひ応援に来てください!! 

顧問 堀 俊郎 
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陸上部 

新人戦では、男女共に、入賞できませんでした

が、総体で男子の部 6 位となり、とても頑張り

ました。県総体には男子が 4 名出場するの

で、自己ベストを更新できるよう頑張ってほし

いです。 

顧問 外岡 貴行 

 

   

野球部 

最後まで、誰一人諦めること無く、戦ってくれま

した。3 年生 5 人を中心にまとまりのある素晴

らしいチームだったと思います。 

顧問 安田 隆太 

 

   

サッカー部 

残念ながら 2 回戦で敗れてしまいましたが、気

持ちの入った戦いができました。 

顧問 秋原 翔 

平成 28 年 7 月 14 日（木曜日） 

壮行会、頑張れ芝中！ 
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16 日から始まる総体は、部活働 3 年間の集大成。壮行会で、どの部活働もその意気

込みを語り、気合いのこもったかけ声が体育館中に響き渡りました。 

   

 

 

 

   

いよいよ総体。明後日から始まる大一番に向け

て、代表生徒が堂々と選手宣誓を行いました。 
 

 

美術部が、今年は 2 枚、素晴らしい横断幕を作

成してくれました。 

1．「獅子奮迅」獅子が奮い立って、猛進するよう

な激しい勢い。 

2．「力戦奮闘」力を尽くして、自分の能力を発揮

すること。 

平成 28 年 7 月 12 日（火曜日） 

あっという間に、もうすぐ総体。 
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私の部活（卓球部）も目標達成のため頑張らなくてはいけない時期にきています。暑

さに負けているような練習では勝てるはずもないだろうと思う日々。今、ちょっと「良い

チームとは何だろうか？」と考えてみました。 

  

1,リーダーがしっかりし、皆から信頼されている。 

  2,各自が自分の役割を自覚し、しっかり果たしている。 

  3,実力を伸ばそうとする姿勢が良い。 

  4,ルールがしっかり守られている。 

  5,人間関係を大切にしている。 

  6,目標がみんなのものになっており、一致団結して、それに向かっている。 

  7,良い環境を整え、使っている道具など「もの」を大切にし取り組む。 

  8,礼儀を重んじる。先生や先輩に対する態度がしっかりしている。 

  9,挨拶の良さを含めて、声が出ている。 

 10,みんなの応援がさわやかである。 

などいろいろな要素があります。これらみんながそろうチームはなかなかないとは思

いますが、一歩でも近づけるように頑張っていきたいものです。応援よろしくお願いし

ます。 

                                                    （文責 駒野 和典） 

平成 28 年 7 月 11 日（月曜日） 

保健体育 3 年授業研究 

今日は、3 年保健体育で授業研究が行われました。 

市教育委員会の先生方 2 名の他、県立船橋芝山高校の先生方も来校されました。

生徒達は、「200ｍ」「ハードル走」「走り幅跳び」「走り高跳び」「ハンドボール投げ」「メ

ディシンボール投げ」の 6 種類の競技をローテーションで行う授業でした。 

猛暑の中、生徒達は元気よく取り組み、以前より記録を更新できた生徒が多くいまし

た。 



  

 

平成 28 年 7 月 7 日（木曜日） 

「中 3 の夏休みを迎えるにあたって」 

 

教員を目指している本校たまごプロジェクト研修

生による講話 

今日は、3 年生の集会で、中 3 最後の貴重な夏

休みの過ごし方について、研修生からのアドバ

イスをもらいました。 

(1)夏休みまでにすること 

 部活を悔いなくやり抜く 

(2)夏休みにやったこと 

・夏休みの課題は、7 月中に終わらせた。 

・息抜きもした。夏期講習を受講した。朝から夜

まで、自習室も利用した。 

(3)志望校決定の決め手は、文化祭だった。人そ

れぞれ違うが、「その学校に行きたい」という思

いが大切。 
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(4)志望校は 10 月まで決まらなかったが、決ま

ったときに対応できるだけの学力を付けようと思

い、勉強した。 

 生徒達は、真剣に話を聞いていました。みんなのこれからの頑張りに、期待してい

ます。 

平成 28 年 7 月 5 日（火曜日） 

芝中給食施設の検査 保健所職員と教育委員会 来校 

 

 

 給食室の安全・衛生面の点検の為に、保健所

から 2 名、市教育委員会保健体育科から 1

名、給食室の安全面と衛生面の検査に来校し

ました。 

 本校は、安全・衛生面ともに「良く整備されて

いる」という評価をいただきました。調理員さ

ん、これからも、美味しい給食、よろしくお願いし

ます。 

   【過去の芝中ダイアリー】 
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