
  

                学校教育目標スローガン「夢・希望・感動・感謝」 

     第３６回合唱コンクール！たくさんの感動をありがとう！ 

前期終業式の１日前、１０月６日に「第３６回 合唱コンクール」を行いました。昨年度まで

は、コロナ禍による中止・延期があったため、3年ぶりの茅ヶ崎市民文化会館での開催となりま

した。今年度の練習も昨年度と同様に市のガイドラインに沿った感染防止を講じながら様々な制

約の中での取り組みでした。全体で合わせる練習も限られていて、十分な時間をかけることがで

きない状況でしたが、それでも諦めることなく、どのクラスも気持ちを一つに集中して「最高の

合唱」を目指して取り組んでいました。 

当日の発表は、どのクラスの合唱も素晴らしく、仲間と心を一つにしてつくり上げた歌声は 

聴く人の心に響き、大きな感動を与えてくれました。中でも、３年生はどのクラスも曲想をとら

えた美しいハーモニーをホール全体に響かせていました。3年生全員による学年合唱「モルダウ」

では、緞帳が上がり、ステージに並ぶ 3年生の壮観な姿にどよめきが起き、そして力強い歌声

に拍手が鳴り止みませんでした。3年生一人一人も学年で合唱をつくり上げた達成感や満足感を

味わった瞬間になったことと思います。３年生の歌声と真剣に取り組む姿は、萩園中学校の合唱

コンクールの伝統として１・２年生に受け継いでいってほしいと思います。 

お越しいただいた保護者の皆様や評議員の方々から「感動しました」「どのクラスも素晴らし 

かった」「文化会館でできてよかった」「3年生はやっぱりすごい」など、たくさんの感想をい

ただきました。保護者の皆様には、事前の検温、学年ごとの入れ替え等の感染防止対策及び、当

日の DVD制作のための録画へのご協力ありがとうございました。心から感謝申し上げます。今

後も萩中の子どもたちのために様々な活動の充実を図ってまいります。 

【 第３６回 合唱コンクール結果 】 

◎１年生の部 最優秀賞 １組「輝くために」   ・優秀賞 ２組「大切なもの」 

◎２年生の部 最優秀賞 ２組「君とみた海」   ・優秀賞 １組「OMNIBUS STAR 

                                   ～光年の旅」 

◎３年生の部 最優秀賞 ３組「いつまでも」   ・優秀賞 １組「 朝 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 年学年合唱「モルダウ」               ２年生課題曲「エール」イメージ画 

萩園中学校ニュース  
 

    萩園中学校 学校だより⑧ 令和４年１１月１日 校長 丸山 修一 



第３７期 生徒会本部役員決定！活躍に期待！ 

前期末に行われた生徒会役員選挙の結果、７名の新生徒会本部役員が決定し、１０月１３日（木）

に体育館にて任命式を行いました。旧本部役員のすばらしい取り組み「HGDｓ」「萩中獅子奮迅

団」を発展させるとともに、新本部役員それぞれの思いや萩中生の願いを大切にした新しい企画

や活動を計画・実行し、萩園中学校がさらによい学校になるよう取り組んでほしいと思います。

生徒会役員として「萩中生のために、地域のために」という視点を大切にして、学校を盛り上

げてください。全校生徒、地域の皆様と連携し、「チーム萩中」の中心として生徒会活動のさら

なる活性化に期待しています。         

【第３７期 生徒会本部役員】 

スローガン「 萩仲一心 ～ Be the best～ 」 

＊萩中の仲間と、同じ目標に対して最善を尽くし心一つに 

して活動していく。 

【会 長】 I・M  さん  

【副会長】 K・A さん I・Mさん 

【書 記】  K・U さん I・Aさん 

【会 計】 Y・Sさん  N・M さん         

                        生徒会「あいさつ Day の様子 

 

読書週間スタート！「この一冊に、ありがとう」 

「読書の秋」。萩園中学校では朝の読書を継続して行っており、毎朝、全校で集中して取り組

んでいます。４月に実施された「全国学力・学習状況調査」の質問紙調査では、「読書は好きで

すか」の質問に対して肯定的な回答をしている生徒が７５％程度おり、全国や県の平均より高く、

朝の読書や図書委員会の活動が、充実した読書習慣につながっていることがうかがえます。 

言うまでもなく、読書は知識を得るだけでなく、自分の考えを創りだし、感性や情緒を磨く上

でも重要な役割を果たしています。保護者の皆様も、お子様にお薦めの本や作家を紹介するなど、

ご自身の読書体験をお話していただけたらと思います。今年も１０月２７日から「読書週間」

が始まりました。今年の標語は『この一冊に、ありがとう』です。作者は「読書で心が震える

体験は、何物にも代え難い奇跡のようなもの、本に関わっているすべての人に感謝を伝えたい」

という気持ちを込めたそうです。萩中生には、読書に親しむ習慣を大切にして、いろいろな本を

手に取り、心が揺さぶられるような未来の「奇跡」にたくさん出会ってほしいと思います。             

 

「１１月１１日」は、萩園中学校開校記念日です！ 

 今月の１１日は、本校の開校記念日です。萩園中学校は、昭和６１（１９８６）年４月、茅ヶ

崎市立鶴嶺中学校から分離し、市内１３番目の中学校として設立されました。１年生２０４名、

２年生２０９名、教職員２４名でスタートして、４月当初は体育館、グラウンドも未完成でした。

１１月１１日に「萩園中学校開校記念の集い」を開催し、この日を開校記念日としました。今年

で、萩園中学校は３７歳の誕生日を迎えますが、現在も市内で一番新しい中学校です。令和３（２

０２１）年度までの卒業生は５６０６名です。１１日は、萩園中学校と地域の歩みを振り返り、

そして、これからの「萩中の未来」を考える日にしたいですね。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.monopot-illust.com%2Fillust%2F3326&psig=AOvVaw2ceItk74yQiUxBGugjF8np&ust=1603853543308000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjR76Di0-wCFQAAAAAdAAAAABAL


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究発表会 

 

 

 

【 萩中生の活躍：部活動大会結果  】＊10/30 までの結果 

◎ 野球部（地区新人戦大会） 

・対 北陽中 ８－９で負け 

◎ サッカー部（地区サッカー新人戦） 

・１回戦 対 寒川中 ６－０で勝ち、２回戦 対 西浜中 ５－０で勝ち（準決勝へ） 

◎ ソフトボール部（秋季地区大会）＊鶴が台中と合同チームで参加 

  ・予選ブロック：対 北陽中 ７－６で勝ち、対 松林中 １－７で負け 

（茅ヶ崎中学校女子ソフトボール選手権大会） 

・予選ブロック：対 北陽中 １６－８で勝ち、対 梅田・第一合同 ５－８で負け     

◎ ソフトテニス部（秋季地区大会） 

【団体戦】・対 中島中 ２－１で勝ち、対 寒川東 １－２で負け、対 円蔵中 ０－３で負け 

◎ 陸上部（茅ヶ崎市体育協会総合体育大会） 

・２年女子１００ｍ：第１位 N・Kさん、第３位 O・Y さん  

・２年女子１５００ｍ：第３位 S・M さん ・２年男子砲丸投：２位 U・S さん  

・１年男子砲丸投：１位 K・M さん ・１年女子走幅跳：第３位 O・S さん  

《 保護者の皆様へ お知らせ・お願い 》 

【推薦研究発表会がありました】：萩中らしい温かい発表会になりました。 

・１０月２６日に、本校が令和元年度から茅ヶ崎市教育委員会の指定を受け『学び質を高める 

授業づくり』をテーマに研究に取り組んできた成果を発表する「萩園中学校研究発表会」が

あり、市教委、市内小・中学校の教員が研究授業を参観し、萩中生の真剣な学びの様子を基

に活発な研究協議が行われました。当日は、３年学級代表委員の有志の皆様にお手伝いただ

き、大変スムーズに運営をすることができました。ご協力ありがとうございました。 

【中学校給食モデル事業スタート】：１１月１４日（月）～１８日（金）で実施。 

・お知らせしたとおり、１１月１４日（月）から１週間、茅ヶ崎市の中学校給食実施に向けた 

モデル事業を実施します。小学校の自校給食とは違い、デリバリー方式となります。献立の 

中には、萩中生が考案したメニューもあります。実施期間には、ご家庭でも話題にしていた 

だき、事前・事後のアンケート等にもご協力をお願いいたします。 

【教育相談期間について】：生徒理解の機会として大切にしています。 

・今年度２回目の「学校生活アンケート」「教育相談」の実施について、担任等に悩みや困り事

を相談できる機会として生徒に周知いたします。期間は、１１月１５日（月）～２１日（月）

の放課後の予定です。ご承知おきください。 

【図書の貸し出しについて】：本日からバーコードの読み取りで貸し出しを行います。 

・図書室の本がデータベース化され、貸し出し等がバーコードを読み取る形で行われることに

なりました。渡邊図書館嘱託員、図書委員会の生徒に加え、図書ボランティアの方々のご協

力のおかげでスムーズに作業を進め１１月からシステムの稼働に至りました。ご協力ありが

とうございました。 

【１１月の主な予定について】：体調等に気をつけ、充実した取組にしてほしいと思います。 

・ ８日（火）～１０日（木）３年 後期中間テスト・１１日（金）１年 国際交流教室 

・１４日（月）～１８日（金）中学校給食モデル事業 

・１５日（火）教育相談（～２２日）、３年 学習診断テスト、学級代表委員会 

・２１日（月）後期生徒総会 

・２２日（火）２年 職業講演会（コロナ禍で事業所の確保が難しく、今年度は講演会に変更。） 

  

 

 

 

【２年職業体験学習について】 
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◎ 女子バレー部（茅ヶ崎市民秋季バレーボール大会 中学の部） 

・１回戦 対 西浜中 ２－０で勝ち、２回戦 対 松林中 ０－２で負け 

（秋季湘南大会）・１回戦 対 慶応藤沢 ２－０で勝ち、２回戦 藤沢第一 2－０で勝ち    

◎ 女子バスケットボール部（地区中学校バスケットボール新人大会） 

 ・１回戦 対 寒川東 ９１－２２で負け、敗者復活戦 対 赤羽中 ３３―４８で負け 

（秋季湘南大会） 

 ・１回戦 対 村岡中 ３４－３２で勝ち、２回戦 大庭中 １５－７７で負け 

◎ 卓球部（茅ヶ崎卓球大会 新人戦） 

【団体戦】・予選リーグ ：男子 対 浜須賀 ３－０で勝ち、対 第一中 ０－３で負け 

                ：女子 対 中島中 ３－１で勝ち、対 寒川東 １－３で負け 

  ・決勝トーナメント ：男子 対 中島中 ３－２で勝ち、対 鶴が台 ０－３で負け 

：女子 対 鶴嶺中 ３―０で勝ち、対 第一中 ０－３で負け 

   ・順位トーナメント ：男子 対 旭が丘 ０－３で負け、対 鶴嶺中 ０－３で負け（８位） 

：女子 対 鶴が台 ３－０で勝ち、対 松林中 ３－０で勝ち（５位） 

【個人の部】 ・１年男子 第３位 H・T さん、第５位 S・Y さん 

・２年男子 ベスト８ T・Y さん、ベスト３２ H・K さん 

・１年女子 準優勝 K・Y さん、第５位 H・A さん、 

第７位 K・A さん、ベスト１６ O・K さん 

・２年女子 第７位 M・S さん （以上９名は湘南大会へ！）          

  

【 萩中生の活躍：合唱コンクール３年学年合唱「モルダウ」を歌う３年生 】 
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