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二学期を振り返って
矢

素

子

めのPTA

を深めるた

活動につい
て﹂ という
テーマで発
表しました︒
本校の教
育方針︑ク

ラブ活動・PTA活動について発表
し︑他に初めての試みである英語合
宿﹃スタディランチ・1n松尾高校﹄
についても紹介をしました︒説明文︑
スライド他︑先生方が時間をかけて
練ってくださり︑大過なく無事発表
できました︒
ありがとうございました︒
以上︑二学期の活動報吐＝をさせて
いただきましたが︑引き続きPTA

活動へのご協力をお願いいたします︒
なお︑1月31日 ︵十︶ マラソン入

会が予定されています︒どうぞ︑応
援にいらしてください︒
≡ 1■⁚∴川．・・−へ．‖

今までは︑県外への視察が恒例で
したが︑今年は銚子市の干葉科学大

行方孝枝

学のオープンキャンパス見学をしま

汚れに霹八疹崇への澱斧i

ほ認竃とド

第1分科会会場

日月12日 ︵水︶︑﹁高校教育の理解

模の大きさと指導方針に感銘を受け
ました︒
お昼は学生食堂で普段学生が食べ
ているメニューを学生達に混ざって
食べ新鮮な食材︑多彩な献L彗 お手
頃な値段に︑これなら安心と学生の

行って参りました︒

科学大学︑銚子方面への視察研修に

9月20日︑後援会の方々︑斎藤校
長先生を始め20名の参加を戴き千葉

研修委員長

福井県で開催されました︒
︑モに全国の公立高校より各2〜4
名が参集し︑約一万人規模の大会と
なります︒本校からは︑斎藤校長と
矢光の2名が︑山武地区のPTA役
員さんや先生方と共に参加しました︒
サンドーム福井を主会場とする4市
7会場で行われました︒
基調講演は︑脳科学者の茂木健一

テーマに︑8月21日〜23日の3日間

〜未来に引き継ぐ知と恵み〜をサブ

﹁教育と考福﹂をメインテーマに︑

第64回全国高校
PTA連合大会
福井大会に参加して

生︑教頭先生をはじめ教職員7名が
参加しました︒各校の活動状況を知
り︑親睦を深める大切な機会と感じ
ております︒

PTA会長
日頃︑PT

A活動にご和
解とご協力を

いただきあり
がとうございます︒
一 年 間 で 最 も 長 く 躍動感あふれ
る二学期が終わりました︒
特に大きな学校行事︑文化祭と体
育祭には︑多くの方に足を運んでい
ただきありがとうございました︒
子ども達の学校での様子は︑いか
がでしたでしょうか︒
9月20日︵上︶︑PTA視察研修に

二学期を振り返りますと・・・・
20名が参加し︑教育提携を結んでい
る千葉科学大学を見学︑本校卒業生

の3名より学生生活について話を伺
い︑有意義な時を過ごしました︒
9月27日︵上︶︑﹁桔梗祭﹂ではPT

と超して︑興味

学者からの提案〜﹄

郎氏が﹃今求められる考福脳〜脳科

り︑高校
と地域と

深いお話しをされました︒
分科会では︑学校教育とPTA〜
真の信頼構築への啓発〜のテーマで
発表があ

祭が行われ︑大勢の保護者の皆さん

hノと︑P

のつなが

10月9日︵木︶松尾運動公園で体育

第69号
し
た
︒
海に面した広大で静かなキャンパ
スで各国の留学生が多数在籍し施設
面も充実し︑勉学するのに最適な場
所だと感じました︒
副学長によるデング熱の講義を受
け数卜年ぶりの学牛気分に浸れ︑各
学部のイベントに参加し︑薬学部の
学生の指導の下︑無添加化粧水を手
作りしてお上産に持ち帰りました︒
今年度︑新設の看護学部の医療規

の応援の中︑√ども達の一生懸命な

Aバザーを行い︑準備と販売に多数
の役員の方に参加いただきました︒
また︑会員の皆さんには多くのバザ
ー品を提供いただき︑本当にありが
とうございました︒売上の五万九千
円は︑全額生徒会活動に使わせてい
ただきます︒

成26年12月22日

千葉県高校PTA研究集会
提案者として発表⁝報告

TAの動
きが大変
参考とな
りました︒

姿が印象に残りました︒
10月21日︵火︶︑PTA職員合同の
校外指導に14名が参加し︑八日市場

等の列車指導が行われました︒

駅〜成東駅間での利用マナー︑服装
11月29日︵t︶︑山武地区高P連研

究集会が︑蓮沼ガーデンハウスマリ
ーノで開かれました︒本年度は本校
が幹事校のため︑役員8名︑校長先

479（86）4311

性に溢れたくましく感じました︒
その後はウオッセに行き︑今夜の
おかずにと買い物をして楽しい一日
を過ごすことができました︒

今回参加できなかった会員の皆様

も来年は是非参加して戴けたらと思
います︒

桔梗崇PTA

大川みどり

バザーについて
厚生委員長

9月27日 ︵土︶桔梗祭にてPTA

おります︒

バザーが開かれました︒当日は︑特
別教室棟のエントランスにて販売を
しました︒バザー用品については各
ご家庭からたくさんのご協力をいた
だき大変ありがとうございました︒
皆様のご協力のもと本年度は▲五万九
千円の売上となり全額生徒会へ寄付
させていただきました⊂
また︑前日準
備及び当日販売
業務にご協力卜
きった万々︑感
謝申ししげます︒
このような皆様
の善意にあふれ
たバザーをこれ
からも子倶達の
ために続けてい
けたらと思って

哉智者強

8月18日︵月︶ から綱目︵水︶ の
3日間︑山武市との連携事業として

松尾高校にてスタディランチ︵英語

通い合宿︶ が実施されました︒今回
のセミナーは︑英語を実際の場面で
使用することで英語学習への興味関
心を高めることが目的でした︒一年

生から三年生までの希望者が各日約

20名参加し︑PTA・後援会の方々
のご協力をいただきながら大変有意

義な時間を過ごしましたU
講師は外国人6名と日本人3名が

しました︒

みえました︒午前中は﹁歌う﹂ ﹁話
す﹂ ﹁作る﹂ の三つのプログラムか
ら各自一つ好きなものを選択し参加

﹁歌う﹂ ではディズニー映画﹁ア
ナと雪の女王﹂ の主題歌を英語で歌
うことに挑戦しました︒指導を担当
してくださったのは日本生まれハワ

イ育ちの高校生マイシャ松平さん

うになりました︒マイシャさんとは

︵15才︶ で︑ウクレレを伴奏しなが
ら英語の歌を書のつながりに注意し
ながら練習し︑全員が一曲歌えるよ

め・ひよこ▲U止の

年齢が近いこともあり気楽に話がで
きたようです︒
﹁話す﹂ では︑パキスタン出身の
高校生マララ・ユスフザイさんの国
連演説を理解し︑暗唱に挑戦しまし
た︒相手に伝わる話し方を工夫し︑
暗唱した文を発表しました︒
﹁作る﹂ ではスペイン人の講師と
英語で会話をしながらスペイン料理
を作りました︒タパス・イカの肉詰

スープの▲二種類
を作り︑昼食の
時間にいただき
ましたが︑初め
て食べる料理に︑
それぞれが驚き︑
そして楽しんで
いたようです︒
午後は小グル
ープに分かれ︑
各班に外国人講
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使う楽しさを感じ︑自ら質問するな

師一名がついての英会話の時間があ
りました︒最初は皆緊張していたよ
うですが︑時間が経つにつれ英語を

介などがありました︒

どとても生き生きとした様子がみら
れました︒
ほかにもJICA青年海外協力隊
員OBの講演や︑英語学習の動機づ
けのお話︑また講師の出身国である
イギリス・チェコ二フトビアの国紹
様々なプログラムを通じて︑英語
を話す楽しさを実感する良い経験に
なったようです︒今回の経験をぜひ

小川瑠利子

将来にいかしてもらえればと思います︒

3E

伊藤優子

崎国体に小川瑠利子さんとともに出

私は一〇月十二日から始まった長

3E

ができませんでしたが︑全国大会の
舞台に立てたことは本当に良かった
と思います︒応援︑ありがとうござ
いました︒

張し︑自分たちの思うようなプレー

に来てくれました︒試合はとても緊

練習をしたことが自信に繋がりました︒
当日は朝早くから多くの方が応援

私は今夏︑白子町で行われたイン
ターハイのソフトテニス個人・団体
戦に出場しました︒団体戦で出場す
るのは新チームになってから第一の
目標だったのでとても嬉しかったで
す︒予選後︑大会までの期間が短か
ったので少し焦りましたが︑藤原先
生のご指導のもと︑暑さに負けずに

囲怖：Iき出場げi召

場しました︒今まではライバルであ
った他校の選手とペアを組み︑戦う
ことになりました︒千葉県代表とし
て緊張しましたが︑多くの方の応援
や声援により自分の力以上のものが
出せました︒その結果︑少年女子の
部で全国五位に入賞しました︒今大
会チーム干葉は目標であった総合優
勝を成し遂げ︑三十一年ぶり四度目
の日本一に輝きました︒夢の舞台で
プレーできたことは人きな経験とな
ったので︑これからの競技生活へ生
かして行きたいと思います︒応援し

飯嶋葉月

てドさった皆様本当にありがとうご
ざいました︒

二年A組
▲二泊四日で関西方面といった遠い

場所に行くのは人生初だったので︑
不安な気持ちもありましたが︑高校

生活最大の思い出だと思い︑思い切
って楽しみました︒

一番印象に残ったのは︑三日目の
班別自由行動で京都をまわったこと
で
す
︒
まず金閣寺を見ました︒教科書や
テレビなどでしか見たことのないよ
うな風景に圧倒されました︒金の建
物がすごくきれいで︑日本ならでは
の情景がとても心地よかったです︒
そして︑二条城にも行きました︒
城の中を実際歩いて︑歴史を学びま
した︒本物そっくりの人形で当時の
様fが再現されていたり︑書声で説
明があったり面白かったです︒午後
は錦市場で買い物をしました︒歴史
のありそうな漬け物
屋さんがたくさんあ
って︑試食をもらっ
たり︑おみやげを買
ったりして楽しかっ
たです︒錦市場に行
く前に︑着物をレン
タルして着ました︒
ちゃんとした着物は

七五三以来だったの
で︑員重な経験にな
りました︒

さにとても驚いた︒いつもは十円玉

フレットを読み返すと︑頭の中にそ
れぞれの風景や建物が出てきて楽し
くてしかたがなかった︒行く前の気
持ちがまるで嘘のように変わってい
た︒私にとって逆に沖縄でなく関西

また︑人との交流から学んだこと
もありました︒私たちの班は帰りの
バスに迷ってしまい︑近くの店の店
員さんにバスや道順などについて聞
くと︑親切に対応して下さり︑人の
温かさに感激しました︒忙しいのに
申し訳なかったなと思いました︒班
の友だちにも感謝の気持ちと申し訳
なさを持ちました︒それと︑観光地
でもあるので︑外国の方がたくさん
居て︑着物を着ていた私たちはたく
さん声をかけられて︑日本文化の良
さを感じました︒

でよかったんだろうと思う︒クラス

︻ソフトテニス部︼

全国総合体育大会

対

茂原

東金商業
負

関東高校弓道個人選手権選抜大会
2年B組 村本晶都

女子個人

第一支部大会

小川美咲

新人大会第3地区予選会

新人県大会
男子団体出場
女子団体出場
︻陸上部︼
県新人陸上競技大会

女4×100mR

男子10種目に出場
女子12種目に山場
県新人陸上競技大会 県大会

菅沙弥任︵1C︶遠藤優柔︵ZA︶
津嶋怜奈︵1B︶太田名美︵1A︶

1m45

55秒09

女走高跳
遠藤優菜︵2A︶

4m58

松尾

791−66

大多喜
東金

靖奈

1年C組

鈴木

伊藤

花緒

美紅

第15回 高校生国際美術展出品
︻演劇部︼
秋季地区発表会 優秀演技賞

2年D組

︻
英
語
部
︼

1年D組

若山

未来

参加

銀賞

二位

山武・長生地区英語研究発表大会
リーディング部門

山武地区連合苦楽会

︻吹奏楽部︼
千葉県吹奏楽コンクール
山武郡市吹奏楽祭 参加

大

6 3 −78 成東

三回戦

松尾

代表決定戦

関

今関麻依子

︻写
真部︼
千葉県高等学校総合文化祭
第四十七回合同写真展人選

2年D組

3年A組

里紗
遥・山本

勝

大木
青木

1年A組
1年D組

大多喜

︻美術部︼

負

215

2−3

大綱
一宮商業

太円安美︵1B︶
女走幅跳
菅沙弥任︵1C︶

︻バスケットボール部︼
新人大会第3地区予選会

敗者復活トーナメント

一回戦 松尾 130−50

ベスト16

対

二回戦 松尾 5・4−108

ベスト16
山石澤・須郷

女子団体 初戦敗退
女子個人 小川・伊藤
新人県大会
女子団体
女子個人

初戦敗退

封即活動劇報告

帰ってきて改めて色々な所のパン

てくれた︒

色々あったけど︑思い出に残る四

の小さい絵が︑目の前にあんなにも
鮮やかに︑そして大きく存在してい
た︒鈴虫寺ではお坊さんのお話が心
に不思議と入ってきて︑もっと聞き
たい︑知りたいという感情を持たせ

日間にできて良かったです︒大人に
なったらまた行きたいです︒

伊藤未来

のみんなと思い出を作り︑たくさん
の刺激を受け︑人とのふれあいがで
きた修学旅行だった︒

二年U組

今年の修学旅行は関西︒耳にした
とき︑私は沖縄でないことにとても
ショックを受けたことが記憶にある︒
それから月日は流れて︑文化祭︑
体育祭︑そして中間テストがもう終
わってしまうという頃に︑やっと焦
りを感じ修学旅行の準備をした︒

二回戦 松尾 67・−58

ベスト32

ベスト32

ベスト

ベスト64

鶴岡・寺内
大江・滝口

﹁関西って何があるんだろう︒﹂ と︑
ふと準備している時に考えた︒しか

男子同体

佐瀬・小林

8

し︑これといって絶対行きたい！と

男子個人

︻ソフトボール部︼
松尾

新人大会第3地区予選会
松尾

︻バレーボール部︼

松尾

0−3君津商業

成田市近隣大会参加
東部地区大会参加
南総杯バレーボール大会参加
茂原カップ参加
︻サッカー部︼
新人大会地区予選

男子団体

松尾

︻卓球部︼
新人県大会
女子団体
︻弓道部︼

松尾

相南

いう所もなく︑グループの班長にま
かせっきりでいた︒
そして︑あっという間に当日がき
た︒初めて飛行機に乗り︑USJに
行ったのにも関わらず︑混みすぎて

新人県大会
松戸六実

乗り物にさえ乗れなかったのに︑﹁グ
ループの子たちとただUSJを回っ

対

県一年生大会一回戦敗退

松尾

て写真を掘る﹂︑そんな事がすごく
楽しくて仕方なかった︒その時︑初
めて修学旅行の本来の目的の一部を
少し分かった気がした︒
その後もたくさんの
神社やお寺︑観光スポ
ットをクラスで回った︒
クラスのみんなが列に
なって同じ場所に行く︒
同じ話を聞く︒なぜか
とても新鮮だった︒特
に圧倒されたのは︑平
等院と最終日に行った
鈴虫寺だった︒平等院
は建物の色︑形︑大き

