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画：石川 怜奈
(九十九里高校)

除草作業
６月１７日（木）に今年度初めての
除草作業を行いました。１年生は初め
ての除草作業でしたが、先輩達の姿を
見ながら一生懸命頑張っていたと思い
ます。全体的に楽しみながら除草して
いる様子が印象的でした。何事もまず
は楽しむ事が大切です。楽しみつつ、
これからはどのように動いたら作業効
率を良くしていけるのか考え、主体的
に行動していって欲しいと思います。
天然芝の管理はとても大変で、定期
的に除草作業を行うだけでは綺麗な状
態を保つことはできません。本校では
技能員の先生方が芝生保護のために、
一生懸命手入れして下さっています。
生徒達は技能員の先生方に感謝の気持
ちを持って、今後も丁寧にグラウンド
を使っていきましょう。

とても綺麗な天然芝です。
県内で人工芝を導入する高等
学校は増えていますが、天然
芝のグラウンドを持つ高等学
校はほんのわずかです。今後
も生徒と教職員で力を合わせ
てしっかりと管理していきた
いと思います。コロナが落ち
着いたら、地域の方々にも是
非見に来て頂きたいです。

家庭科出張授業
６月１７日（木）、九十九里中学校にて家庭
科の出張授業が行われました。九十九里高等学
校家庭科担当の砂明利先生と代表生徒３名が実
習を担当しました。九十九里中学校の生徒から
は、「先生や高校生が優しく教えてくれた。」
との感想を多く頂き、本校の生徒も日頃の学び
を良い形で生かせたのではないかと思います。
また、授業だけでなく、本校で対応できる検
定試験についての説明も行いました。本校で取
得できる資格は右の表の通りです。高校生のう
ちに社会に出て活用できる資格を取得するの
は、とても素晴らしい事だと思います。自分の
夢や目標を実現するために、積極的に資格を取
得していきましょう。

↓本校で対応できる検定試験↓
日本漢字能力検定
実用英語検定
家庭科技能検定
商業科検定

３級～１級
３級～２級
被服製作 ４級～１級
食物調理 ４級～１級
情報処理 ３級～１級
ビジネス文書実務

簿記実務

３級～１級

３級、２級

課題テスト～成績優良者～

１学年レク～バレーボール～

国語 ［第２回６月２２日実施］
［満点］
１年２組 大葉 優
（白子中学校）
２年２組 麻生 優香
（増穂中学校）
２年２組 内山 俊祐
（東金中学校）
３年１組 砂川 朝花
（九十九里中学校）
３年１組 山本 優芽
（九十九里中学校）
３年２組 佐藤 梨央
（東金中学校）
［９０点以上］
１年１組 古川 亜伊
（九十九里中学校）
１年２組 鈴木 美夢
（東金東中学校）
１年３組 小原 華
（九十九里中学校）
１年３組 布留川 真優 （東金東中学校）
１年３組 山村 未来
（東金中学校）
１年３組 湯浅 桃夏
（九十九里中学校）
２年１組 勝本 大晴
（東金東中学校）
２年１組 河野 柚菜
（九十九里中学校）
２年２組 伊藤 菜音
（山武中学校）
２年２組 山口 大地
（九十九里中学校）
２年３組 薄井 優羽
（山武中学校）
２年３組 長塩 隼
（東金中学校）
２年３組 山本 惇矢
（白子中学校）
３年１組 石川 怜奈
（成東東中学校）
３年１組 飯岡 波琉人 （東金西中学校）
３年２組 鵜澤 眞優
（九十九里中学校）
３年３組 中村 春菜
（大網中学校）

６月２１日（月）に、１学年でクラス対
抗のバレーボール大会を実施しました。ど
のクラスも声を掛け合い、ボールを繋ごう
とする姿がとても素晴らしかったです。ナ
イスプレーで得点したときの賞賛の声や、
ボールを上手く返せなかった仲間へのポジ
ティブなフォローなど、小さなコートの中
に様々なドラマがありました。今回の学年
レクの経験を普段の学校生活に活かし、協
力して過ごして欲しいと思います。

英語 ［第２回６月２９日実施］
［満点］
１年２組 大葉 優
（白子中学校）
２年１組 勝本 大晴
（東金東中学校）
［９０点以上］
１年１組 戸村 依雷
（東金東中学校）
１年１組 福地 真愛
（東金中学校）
１年１組 古川 亜伊
（九十九里中学校）
１年２組 永野 拳龍
（東金中学校）
１年２組 橋本 真衣
（成東東中学校）
１年２組 鈴木 愛実
（九十九里中学校）
１年２組 鈴木 美夢
（東金東中学校）
１年２組 若菜 アンナ （有吉中学校）
１年３組 古関 彩月
（九十九里中学校）
１年３組 山村 未来
（東金中学校）
２年１組 金森 夢月
（東金中学校）
２年１組 園田 稀隼
（東金東中学校）
２年２組 麻生 優香
（増穂中学校）
２年２組 伊藤 菜音
（山武中学校）
２年２組 内山 俊祐
（東金中学校）
２年２組 山崎 愛斗
（成東東中学校）
２年３組 薄井 優羽
（山武中学校）
２年３組 長塩 隼
（東金中学校）
３年１組 山本 優芽
（九十九里中学校）

地元のお店紹介part2-地域応援団-

［次回の予定］
次回は夏休み明けになります。夏休みの予定
を整理し、計画的に学習に取り組んでいきま
しょう。満点者が多すぎて、満点者しか載せる
ことができないくらい良い成績を期待していま
す。目指せ、クラス平均７０点以上！

１位
２位
３位

男子
１年２組
１年１組
１年３組

イスやテーブル、
本棚など独特なデ
ザインが多数！

作業場の様子。何の
変哲も無いまきの木
達がこの作業場で息
を吹き返します。

女子
１年１組
１年２組
１年３組

今回紹介させて頂くの
は九十九里町粟生968ー1
で営業している「まきの
木工房 kazu」さんです。
まきの木で家具などを
作っています。初めは趣
味として作っていました
が、作品が増え続け、お
店を開くに至りました。
現在71歳のkazuさんのアイ
デアで、世界に１つしか
無い作品を休むことなく
作り続けています。お客
さんの「ありがとう」が
15年間続けることができ
た原動力になっているそ
うです。好きなことを仕
事にしているkazuさんの
姿はとてもかっこよく、
輝いていました。kazuさ
んの思いが作品に現れ、
命が無いはずの作品達
も、不思議と生き生きし
ているように感じます。
世界に1つしか無い、kazu
さんの想いが詰まった作
品を大事な人へのプレゼ
ントにいかがでしょう
か？

