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発 行 

お知らせ 
■「学割」の申請を期日までにお願いします 

 冬休みに学割が必要な御家庭がありましたら 

１２月１０日（金）までに担任または直接事務室

に御連絡ください。なお、用紙は HPからダウン

ロードできます。 

■転出・転居の予定がある方へ 

 １２月中に転居の御予定が場合は早めに担任ま

で御連絡ください。 

■Ｅｍｏｔｅｔウイルスに注意を！ 

 現在、世界中に「Ｅｍｏｔｅｔ(エモット)」と

呼ばれるコンピュータウイルスが流行しているよ

うです。無作為にメールが送りつけられ、メール

を開けると下記の内容のＷｏｒｄやＥｘｃｅｌが

立ち上がります。立ち上がると下記のように「コ

ンテンツの有効化」と表示され、それをクリック

してしまうと使用中のＰＣやタブレット内に不正

プログラムをバラまくとのことです。御家庭でも

注意喚起をしていただくとともにタブレットを使

用するお子様にもお伝えください。 

１２月の予定 
最終下校 16:45 

ＳＣ：スクールカウンセラー勤務日 

日 曜 予  定 

1 水 ＳＣ 

2 木 委員会 

3 金 １年歯科講話 

4 土 PTA制服販売会(14:00~ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ) 

5 日  

6 月 
学年会(一斉下校 14:55) 
学校徴収金振替日(１・２年) 

7 火  

8 水 ＳＣ 

9 木  

10 金 ２年生活習慣病講話 

11 土  

12 日  

13 月  

14 火  

15 水 学校徴収金再振替日(１・２年) ＳＣ 

16 木  

17 金  

18 土  

19 日  

20 月  

21 火 
１学年集会  
１学年・１０組保護者会 

22 水 ２・３学年集会 ２学年保護者会 

23 木 給食終了 終業式 

24 金  

25 土  

26 日  

27 月  

28 火 仕事納め 給食費納付期限 

29 水 学校閉庁日 諸活動停止  

30 木 学校閉庁日 諸活動停止 

31 金 
大晦日  
学校閉庁日 諸活動停止(１/３まで) 

 

１２月の目標 
【生 活】 

・１年間の生活を振り返り、夢や希望をもって

新年を迎えられるように学年・学級での指導

を充実させよう。 

【学 習】 

・これまでの学習を自己評価し、冬休みの計画

を立てよう。 

 

目の健康について 

武井優子 

 

 1人 1台のタブレットが配布され、学校の授業でも活用されて ICT教育が一

気に加速しました。タブレットを活用した授業は、子どもたちの学びに大きな

メリットがあります。その一方で、目の健康に影響があるのではないかと心配

する声も上がっています。 

10月の保健だよりでお知らせしましたが、二中生の視力検査結果は、全体では

昨年よりも視力低下者が多くなっています。習志野市平均でも同様です。（視

力 A（1.0）の生徒の推移のグラフ参照）一概に、タブレットの利用が原因とは

言えませんが、目の健康を考えた生活を 

する必要がありそうです。 

子どもの視力は、以前から低下傾向にあ 

り、その原因として、遺伝要因と環境要 

因があります。環境要因として、屋外活 

動の減少や近いところを見る作業の増加 

が挙げられます。遺伝要因は防ぐことは 

できませんが、環境要因は、少しの工夫 

で変えることができます。 

 タブレットなどのデジタル端末を使う時に以下のことに注意してください。 

① 目を、画面から 30cm以上離して使う。 

② 30分に 1回は、20秒以上画面から目を離して、遠くを見る。 

③ 部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを調整する。 

（夜は、少し明るさを下げます。） 

デジタル端末の利用については、視力だけでなく、成長期のバランスの良い発

達の観点からも、御家庭においての使い方などのルールを、この機会にお子様

と一緒にお考えいただきたいと思います。 
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視力A（1.0）の生徒の推移

習志野市 二中

※実際のWordの画面 
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生徒会・部活動新体制 

生徒会活動や部活動が新体制になりました。２年生

を中心とした新体制も「絆（きずな）」の合言葉を基

に３年生から受け取ったバトンをしっかりと引き継い

でいきます。 

 

新生徒会本部役員の紹介 

会 長 臼井 宥登 ２－２ 

副会長 大橋 拓馬 ２－４ 

〃 森本 有咲 ２－３ 

〃 影井 夢華 １－５ 

書記 古川 栞菜 ２－３ 

〃 佐々木耀久 １－３ 

事務局長 都丸 慶人 ２－６ 

（敬称略） 

新部長の紹介 

部活動名 部長名 部活動名 部長名 

野 球 間嶋 修平 吹奏楽 野中 朝斗 

ソフトボール 大和田 葵 美 術 武井明華子 

サッカー 川上 泰誠 合 唱 岩間 紗弥 

男子陸上 宮部 北灯 パソコン 小田 和磨 

女子陸上 袴田 心花 家庭科 椎野 加恵 

男子ソフトテニス 野中 竣介 将 棋 村上 泰生 

女子ソフトテニス 飯田 苺愛 茶華道 湯浅茉里子 

男子バスケ 林 哉輝 英 語 入山 翔太 

女子バスケ 加藤 桃花 園 芸 中村 悠一 

男子バレー 齊藤 仁 特設水泳 尾崎 太紀 

女子バレー 川井 玲奈 特設体操 入山 翔太 

男子卓球 髙田 瑞貴 特設新体操 初根 鈴乃 

女子卓球 髙林 ゆみ   

剣道男子 臼井 宥登  

剣道女子 座古真優加 

（敬称略） 

 
部活動など 大会名など 順位・記録 授与者 

野球 市秋季体育大会 優勝   

   千葉県中学生支部
選抜指定選手証 

支部選抜指定選手 上田琉人  
吉鶴啓汰 

陸上競技 
 

習志野市秋季記録
会 

共通女子 800m 第１位 2'38"87 隈本奈那子 

  共通女子走高跳 第１位 1m30 袴田心花 

   第２位 1m25 川端祐莉奈 

  共通女子 1500m 第１位 5'18"42 重村未来 

   第２位 5'22"11 重村くるみ 

   第３位 5'36"56 野中心寧 

  １年女子 100m 第３位 14"84 影井夢華 

  ２年男子 100m 第３位 12"91 岩村賢介 

  １年男子 100m 第２位 13"09 佐々木耀久 

  共通男子走高跳 第２位 4m94 森兼敏幸 

市総体駅伝の部 男女総合 第２位  

女子総合 第２位  

女子３区区間賞  沖津陽織 

女子４区区間賞  林田優奈 

剣道 市秋季体育大会 男子第３位  

     女子第３位  

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 市秋季体育大会 第３位   

卓球 市秋季体育大会 男子第３位   

     女子第３位   

     男子シングルス 優勝 吉野瑛太 

   男子シングルス 準優勝 髙田瑞貴 

     女子シングルス 第３位 白石真渚 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 市秋季体育大会 男子 第３位   

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 市秋季体育大会 男子 第３位   

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 市秋季体育大会 男子個人 第３位 小林巧弥 
吉野空 

サッカー 市秋季体育大会 優秀選手賞 川上泰誠 

高円宮杯 JFA U-15 ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ 2021  優勝  

Ｔシャツ 校内ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾃｽﾄ 最優秀賞 竹内ひな 

ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 令和３年度スピー
チコンテスト  

スピーチの部 Excellent Achievement 植松琴乃 

３年暗唱の部  6th Place 淀野華梨 

        Excellent Achievement 植松和奏 

２年暗唱の部  5th Place 江上怜奈 

        6th Place 宮原那奈 

１年暗唱の部 Excellent Achievement 百瀬未来 
木暮小夏 

１年暗唱の部 Excellent Achievement 鏑木涼輔 
永幡一 

吹奏楽 第４７回千葉県西
部地区アンサンブ
ルコンテスト 

金管八重奏   金賞   

   サックス四重奏 金賞   

   管楽八重奏   銀賞   

   木管四重奏   銀賞   

税の標語 令和３年度千葉西
間税会「税の標語」 

全国間税会総連合会 入選 松本琉聖 

   千葉西間税会    会長賞 佐々木愛奈 

             佳作 成瀬來都 

              佳作 佐々木真結 

 

 

（敬称略） 
吹奏楽 第２７回東関東マーチングコンテストＡ部門 金賞 

          千葉市長賞 

全日本出場認定書 

  

第３４回全日本マーチングコンテスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金賞 

 

 

 

 

 

 

 
11 月 22 日の 

朝日新聞より 

席書大会 第７０回千葉県小中高校席書大会  

  千葉日報社賞 齊藤ほのか 

  書星会賞 湯浅茉里子 
宮原那奈 
櫻井孝哉 

  特選 長野小夏 
尾形珠奈 
木村美咲 
小島絵花 
林田玲菜 
齊藤美南 
土橋美月 

  金賞 東朱莉 
芦田真優 
中島悠貴 
村山流音 
佐藤あかり 
袴田心花 
中村実頼 
五十嵐治憲 
高橋栞南 
磯野夏夕 
照山真緒 
酒森唯衣 
河村舞花 
木村琉風 

  銀賞 佐々木愛奈 
村上玲音 
青木美帆 
田口麻那 
角田紗季 
古川栞菜 
林田優菜 
横松佑岳 
岩船七菜 
影井夢華 
沼 菜月 

読書感想文 習志野市小中学校児童生徒 
読書感想文コンクール 

天羽咲絵 
山城蓉 

 

昨年度はコロナウイルス感染症の影響で大会やコンクールの中止が多数ありましたが、今年度は運動部の県大会

は中止でしたが、市の大会やコンクールは開催されました。今年も二中生は頑張っています。今後も順次掲載い

たしますのでお楽しみに！ 


