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第３２１号 

令和３年９月８日 

発 行 

お知らせ 
■職員室・事務室の移動について 
 本校の校舎建て替えに伴い、職員室・事務室等の本
部機能が移転しました。新職員室は旧柔剣道場へ。新
事務室は旧第二美術室へとなります。 
なお、新事務室へは校門を入り、すぐ左側の自転車

置き場手前に入り口があります。 
 
■学校から配布する各種“たより”について 
 現在、第二中学校では毎月発行している各種“たよ
り”を紙媒体で配布しておりますが、ペーパーレス化
への取り組みとして、今月より試験的に「保健だより」
と「給食だより」「献立表」をメールにて配信いたし
ますので御承知おきください。 
 
■修学旅行の中止、校外学習・林間学校の延期につ
いて 

 緊急事態宣言解除予定の直後に予定していました
３年生の修学旅行ですが、コロナウイルスの感染拡大
が全国的に収まる見込みが持てない現状を鑑み、大変
残念ではありますが、中止することになりました。代
替行事につきましては決まり次第御連絡いたします。 
 なお、１年生の校外学習及び２年生の林間学校につ
きましては延期といたします。代替行事につきまして
は３年生と同じく、決まり次第御連絡いたします。 
 
■ＰＴＡバザーの中止と文化祭の日程変更について 
 上記と同様にＰＴＡバザーに関しても密を防げる
状況にないとの判断で中止となりました。 
 しかし、文化祭に関しては９月２７日月曜日の午後
に規模を縮小して実施する方向になりました。 
 
■学校Ｔシャツの販売について 
 ６月に募集しました学校Ｔシャツのデザインコンク
ールですが、多数の応募の中から２作品が選出されＴシ
ャツとして販売することとなりました。このＴシャツは
体操服と同様の扱いとし、体育の授業でも学校生活でも
着用を可とす 

ることになり 

ました。販売 

方法等の詳細 

については改 

めて文書でお 

知らせいたし 

ます。 

９月の予定 
最終下校 18:00／16 日～17:45 

ＳＣ：スクールカウンセラー勤務日 

日 曜 予  定 

1 水 臨時休業 

2 木 臨時休業 

3 金 臨時休業 

4 土  

5 日  

6 月  

7 火   

8 水 第２回定期テスト      ＳＣ 

9 木 第２回定期テスト 

10 金 第２回定期テスト 

11 土  

12 日  

13 月 
３年学力テスト 

第１回選挙管理委員会 

14 火 
習教研(一斉下校 14:45~) 

生徒会役員選挙告示 

15 水 第２回選挙管理委員会    ＳＣ 

16 木  

17 金  

18 土 バザーは中止 文化祭は２７日に延期 

19 日  

20 月 敬老の日 

21 火 避難訓練 

22 水 ＳＣ 

23 木 秋分の日 

24 金 文化祭準備 

25 土  

26 日  

27 月 文化祭(午後から) 

28 火 職員会議(一斉下校 14:55~) 

29 水 ＳＣ 

30 木 
生徒会選挙リハーサル 

第３回選挙管理委員会 

 

９月の目標 
【生 活】 

・基本的生活習慣の再確立を図る。 

・行事に向けた取り組みを充実させる。 

【学 習】 

・生活のリズムを整え、学習習慣を取り戻そう。 

 感謝の言葉を大切に 
 

校長 内山 晃男 

 
いよいよ２学期が始まりました。校内には、明るく元気な生徒の姿が見られ嬉しく思っています。昨

年度の１６日間の夏休みに比べれば、倍以上の長い休みでした。しかし生徒は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大に伴い、感染予防のため様々な制約を受けながら、この夏休みを過ごしてきました。そ

の中で、市総合体育大会や各種コンクール・コンテストが感染予防対策を行い実施されました。コロナ

禍の厳しい状況だからこそ、一人ひとりの生徒の全力のプレー・応援、合奏・合唱・スピーチには、そ

の生徒の強い思いが込められています。それゆえ、私を含め見ている誰もが心を打たれるものと思いま

す。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される中において、生徒が様々な経験をさせていただ

けたのも保護者の皆様の御理解・御協力のおかげです。また、生徒が安全・安心に過ごせるように御家

庭で御配慮いただけからだと思っています。ありがとうございました。 

さて、５７年ぶりに東京でオリンピック・パラリンピックが開催されました。緊急事態宣言下で、家

でテレビ観戦をしていた人も多いことと思います。様々な競技種目が行われ、競技終了後に選手一人ひ

とりへのインタビューが行われました。選手の皆さんには、当日まで測り知れないプレッシャーや苦労

があったことは、予想できます。選手の皆さんは、それを乗り越えて各競技種目に臨み、精一杯頑張っ

ている姿をたくさん見せてくれました。その姿を見て感動した人も少なくなかったことと思います。し

かし当然、各競技種目には勝ち負けが存在し、何年も準備してきた選手の皆さんにとって、その結果は

悲喜交々だと思います。けれども、選手の皆さんに共通していたのは「感謝の言葉」でした。それは、

コーチや監督はもちろんのこと、両親をはじめ家族、その選手を今まで支えてくれた全ての人達への感

謝の言葉だったのです。私は、その言葉を聞いてとても清々しい気持ちになりました。コロナ禍でもあ

り、人間関係づくりの難しさに直面することもあります。このことを学校に置き換えてみますと、一人

ひとりの生徒には、学校に送り出してくれる保護者の皆様、温かく見守ってくれる地域の皆様、いつも

一緒にいるクラスの仲間・学年の仲間・部活の仲間・二中の教職員など様々な人達が支えてくれていま

す。コロナ禍の厳しい状況下においても、感謝の言葉「ありがとう」を言える生徒を育てていきたいと

思います。 

２学期がスタートしますが、換気や消毒などの感染予防対策をしっかり行い、安全・安心を第一に今

学期の教育活動を進めてまいります。一人ひとりの生徒が人と人との絆を 

強固にし、感謝の気持ちを持って、充実した学校生活を過ごせるように全 

教職員が力を合わせて、支援・指導してまいります。保護者の皆様並びに 

地域の皆様には、今学期も引き続き本校の教育活動に御理解・御協力を宜 

しくお願い致します。 

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/2chu/


 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

昨年度同様に今年度も、練習が制限されている中も活動でしたが、生徒は力を遺憾なく発揮しました。また、ここには掲載されませんが納得のいくプレーがで

きたとの声も聞こえてきました。成果が上がった活動になったようです。

陸上 市総体 男女総合 第３位  

  男子総合 第２位  

  男子共通走幅跳 第１位 平晴行 

  男子共通走幅跳 第３位 佐々木晃大 

  男子共通 1500m 第１位 木村駿太 

  男子共通 200m 第３位 植村陽人 

  ３年男子 100m 第３位 植村陽人 

  １年男子 100m 第１位 佐々木耀久 

  １年男子 1500m 第１位 佐々木耀久 

 
 共通男子 4×100mR 第２位 植村陽人 

佐々木晃大 

   
平晴行 

島本優斗 

  共通女子砲丸投 第３位 橋本沙羅 

  女子共通 1500m 第３位 山村柚乃 

  女子共通走高跳 第１位 袴田心花 

  女子共通 800m 第３位 隈本奈那子 

  １年女子 100m 第２位 影井夢華 

  １年女子 800m 第２位 重村くるみ 

ソフトボール 第 44回矢坂杯中部地区中学校女子ソフトボール大会 第３位 

 市総体 優勝  

  最優秀選手賞 青木愛美 

  最優秀投手賞 髙橋莉愛 

  優秀選手賞 京極茉俐 

 県総体 準優勝  

 関東総体 ベスト８  

サッカー 市総体 準優勝  

  優秀選手賞 山田烈翔 

   髙橋遥斗 

   渡部朝陽 

   松本琉聖 

野球 市総体 第３位  

  優秀選手賞 上田琉人 

   佐々木勇治 

  敢闘賞 新實侑生 

 

 

水泳 市総体 女子総合 第２位  

  男子総合 第３位  

 女子 50m 自由形 第２位 木越美望 

 女子 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 第３位 木越美望 

 女子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 第２位 伊藤菜月 

 女子 100m背泳ぎ 第１位 加藤裕音 

 女子 100m背泳ぎ 第３位  山城蓉 

 男子 200m背泳ぎ 第１位 大会新記録  尾崎太紀 

 男子 100m背泳ぎ 第１位 尾崎太紀 

 男子 400m自由形 第１位 小野寺碧 

 男子 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 第２ 小野寺碧 

 女子 400m ﾌﾘｰﾘﾚｰ 第２位 
加藤裕音 

山城蓉 

  
伊藤菜月 

木越美望 

 女子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 第２位 
山城蓉 

加藤裕音 

  
木越美望 

伊藤菜月 

 県総体 男子 200m背泳ぎ 第２位 尾崎太紀 

  関東大会出場  

陸上 第 42 回千葉県中学校陸上競技記録会  

共通男子走幅跳 第２位 平晴行    

 共通女子走高跳 第３位 袴田心花   

 市通信 男子共通走幅跳 第１位 平晴行 

  男子共通 200m 第１位 植村陽人 

  ３年男子 100m 第３位 植村陽人 

  男子共通 1500m 第１位 木村駿太 

  女子共通走高跳 第１位 袴田心花 

  １年男子 100m 第１位 佐々木耀久 

  １年男子 1500m 第１位 佐々木耀久 

  女子共通走高跳 第２位 川端祐莉奈 

  共通女子砲丸投 第３位 橋本紗羅 

  １年女子走幅跳 第３位 北村和香 

  １年女子 800m 第３位 重村くるみ 

 
 

共通男子 4×100mR 第２位 佐々木晃大 

植村陽人  

  
 平晴行 

島本優斗 

 

 

ソフトテニス 市総体 男子団体第３位 Ａチーム  

  Ｂチーム  

  女子団体第３位 Ａチーム  

剣道 市総体 女子団体 準優勝  

  女子個人 準優勝 豊田紗己 

  第３位 沖津陽織 

  優秀選手賞 豊田紗己 

  男子団体 第３位  

  優秀選手賞 鏑木涼輔 

バスケットボール 市総体 男子優秀選手賞 鐘ケ江留功 

  女子優秀選手賞 児玉咲 

バレーボール 市総体 優秀選手賞 横山奈央 

卓球 令和３年度中学２年生卓球大会  

 女子シングルス 準優勝 髙林ゆみ 

 女子シングルス 第３位 池田羽奈乃 

 女子シングルス 第３位 白石真渚 

 市総体 総合第３位  

  女子団体 優勝   

  男子シングルス 優勝 大和真成 

  女子ダブルス 第３位 宮林まなみ 

   笠原みらい 

  女子ダブルス 第３位 張替美里 

   繁田明音 

体操 市総体 男子種目別ゆか 第２位 松本裕也 

吹奏楽部 第３４回マーチングバンド千葉県大会 金賞 ヤマハ賞 県代表 

第６３回千葉県吹奏楽コンクール 金賞 本選大会出場 

令和３年度千葉県愛鳥週間ポスターコンクール 

日本鳥類保護連盟千葉県支部長賞 

 

梁島芽衣 

検歯審査会 習志野市検歯児童生徒審査会 学校代表 坂田涼太 

青木愛美 

技家作品展 令和三年度千葉県教育研究会技術・ 

家庭科教育部会作品展 優秀賞 

室井心春 

宮林まなみ 

第７０回記念千葉県小中高席書大会 千葉日報社賞 齊藤ほのか 

（敬称略）


