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東部中 学校教育目標
「笑顔・熱中・思いやり、そして命を大切に」

芸術鑑賞教室 「歌舞伎の魅力」
１１月２８日（月）に、歌舞伎俳優中

村梅乃さんをお招きし、芸術鑑賞教室を
行いました。

中村梅乃さんは、向小金小学校卒業後、
中学校１年生まで東部中学校で過ごされ
た本校にたいへんご縁のある方です。

はじめに、国立劇場制作の歌舞伎につ
いての映像を視聴した後、生徒会代表生
徒３名との対談形式で生い立ちから現在
にいたるまでの様々な経験を映像を交え
てお話しいただきました。

次に、代表生徒９名がステージ上で、
歌舞伎独特の歩き方や見得の切り方等を
実際に体験させていただきました。代表
生徒たちは、全校生徒の見守る中、楽しく真剣に歌舞伎の所作を学んでいました。

最後に、舞踊 越後獅子の一部を実際に舞台上で披露していただきました。身のこなし、
息遣いが伝わる本物の舞踊に、生徒たちのまなざしも真剣でした。

歌舞伎が男性のみで演じられること、化粧や見得の意味、師匠との関係、１年中ほとんど
休みなく舞台や稽古に取り組む生活、自分の夢を実現するためにどのような努力をしてきた
か等生徒が学ぶ視点は多岐に渡った。体験や舞踊の鑑賞を通して伝統芸能に親しむとともに、
キャリア教育の視点からも生徒の心の内面に働きかけるすばらしい芸術鑑賞教室となりまし
た。

＜歌舞伎の世界に触れて…＞
１年２組 大谷 理子

今日お話を聞いて、歌舞伎のたいへんさ、おもしろさがわかりました。私は実際に歌舞伎
を見たことはありませんが、今日お話を聞いて少し興味がわきました。お話を聞き、一番び
っくりしたことは、かつら、衣装あわせて９㎏もあることです。そんなにも重いものを着な
がら走ったり踊ったりしている歌舞伎役者さんはすごいなと思いました。そしてどんなにつ
らくても楽しいと思える仕事に私もつきたいなと思いました。

１年４組 高居 凌平
歌舞伎のやりがい、楽しさを知れてよかった。中村さんは自分のやりたいことに一生懸命

打ち込んで職業にして、いろいろな困難を乗り越えて今に至っていてすごいと思った。夢に
向かって努力した結果が生きがいになっているのはすごいと思った。

２年５組 玉置千笑里
私は歌舞伎をこんなにじっくり見る機会は

初めてで、テレビでたまに少し見るよりも本
物の歌舞伎役者さんをみるとやはりすごいな
と思いました。特に体験コーナーで梅乃さん
が見本でやった時は簡単そうに見えてもやは
り代表でやってくれた人たちより動きがはっ
きりしていたりなめらかだったりとやはり役
者さんはすごいと思いました。いつか本物の
歌舞伎も見に行きたいと思いました。

２年６組 田中 稜大
中村さんは小学校の時たまたま観た歌舞伎

を好きになりそれからやってみたいという気
持ちが芽生えたと言っていてぼくは驚きまし
た。自分がやってみたいと思った時からあき

らめずにここまで頑張ってきたと思うととてもすごいなと思いました。自分がやると決めた
ことを今日まで続けているのはとても尊敬できるし、自分も見習って自分が決めたことを最
後までやり遂げる気持ちを忘れずに学校生活を送りたいと思います。

椎 の 木
３年１組 恩田 紗希

私は歌舞伎というものをテレビドラマでしか見たことがあ
りませんでした。今日初めて見た映像で、歌舞伎がどういう
ものなのか詳しく知ることができました。よく見せるための
演出に工夫がたくさんありました。特に化粧で顔を白く塗る
のは暗くても見えやすいようにするためだったと聞いて驚き
ました。実際に体験したけど、すごく難しくて、見よう見ま
ねでできるものではなく、稽古が必要なんだと改めて思いま
した。梅乃さんの踊りも自然に見入ってしまいました。すご
く歌舞伎の魅力を知れた１日でした。

３年２組 塚越 一登
今日は歌舞伎について深く学べた気がします。自分も将来の夢はありますが、どうすれば

なれるのかわからないので、すごく共感できました。初めて歌舞伎の演技を見たので、とて
もうれしかったです。動きが独特で演技をするのが難しそうでした。最後の踊りはとても美
しかったです。

職場体験学習へのご協力ありがとうございました。
11月16日、17日の２日間２学年の職場体験学習が実施されました。流山市や近隣市を中心

に１３３事業所で２年生１９２名がお世話になりました。学校ではできない様々な体験や事
業所の方々のご指導を通じて、自分の得意なことを見つけたり、将来について考えたり、学
習への取組みを見直したりと将来を考える上で、たいへん有意義な経験となりました。

ご協力いただきました保護者の皆様、地域の皆様、ありがとうございました。

部活動報告会・表彰集会・善行賞表彰
１１月２５日（金）に、部活動報告会・表彰集会・善

行賞表彰を実施しました。当日はお忙しい中、課外教育
後援会の皆様、部活動指導者の方々７名にご来校いただ
き、課外教育後援会会長 割貝正男さん、テニス部指導
の加地英子さんから、生徒たちへの温かい励ましの言葉
をいただきました。２学期の活動を中心とした表彰集会
も実施され、スポーツ・文化両面からたくさんの生徒の
入賞が紹介され、その活躍を全校でたたえました。

東部中生の活躍
○テニス ・流山市中学校ソフトテニス技術講習会1位 鈴木 綾奈 中山 凜香
・第8回中学校ソフトテニスサマーカップ 3位

河本 莉緒、鈴木 綾奈、中山 凜香、天池 小百合
・平成28年度葛北支部中学校ソフトテニス新人大会 女子団体の部 3位 中山凜香、

丸山千明、神原真希、土肥徳子、大淵美帆、河合美紅、鈴木梨里香、中屋敷芽子
○サッカー ・流山市中学校サッカー新人練習会 優勝 栗原達毅、関川慎之介、堀蓮、

クリアリーニコラス、渡部祥信、久米田壮､高居凌平、 髙野惠太、多田虎太朗、坂本雄哉、
畠山光、淺野仁成、内古閑秋響、野川晋太朗、有馬龍汰郎、山本トムヤ、磯部壮志、
岡本拓巳、須ヶ原祐太、田畑晴輝・優秀選手賞 磯部壮志

○第62回千葉県青少年読書感想文コンクール
・第一次審査 自由 優秀賞 岩田奈津季、課題 優秀賞 町田陽太郎
○和洋国府台女子高等学校英語メッセージコンテスト
・1年レシテーション 3位 染谷莉央、5位 島﨑遥
○葛北支会中学校英語発表会 ・1年暗唱の部 2位 守屋柚希、山﨑陽菜
・2年暗唱の部 3位 水代菜々海 ・スピーチの部 2位 折戸明音



○水泳部 千葉県中学校総合体育大会水泳競技大会 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ８位 栗田宙佳
○平成２８年度流山市科学作品展 工夫工作の部 最優秀賞 藤田瑞穂
・科学論文の部 優秀賞 クリアリーニコラス、田中太智 ･入選 栗原達毅、村井祐翔、

小島瑠奈、飛鳥紗侑里、鈴木達也、藤下朱理、上野三冬、鶴川真理菜、中山七海、
皆川瑠風、鈴木千遥、神原真希、髙橋栞、杉浦雪珠、仲見真梨亜、山吹友乃、大淵美帆、
長井元輝、西尾海音、小貫颯太、村山竜都、中屋敷芽子、田畑晴輝、寺原大翔、豊澤香奈、
遠藤 僚、山﨑 花夏、渡辺 美沙稀、岩田 奈津季、黒﨑 万桜、本間 美樹

・工夫工作の部 最優秀賞 藤田 瑞穂 入選 寺端 健人、宮本 理仁
○バレー 葛北支部中学校新人バレーボール大会 優秀選手賞 菊川 理子
○流山少年少女俳句大会 教育長賞 鈴木 琴子、観光協会長賞 藤下 朱理
○ソフトボール ・平成28年度葛北支部中学校ソフトボール新人大会 準優勝

遠藤結衣、池田琴音、有賀萌美、洪夢果、齋藤風穂、黒須美咲、瀬川茜理、染谷柚衣、
村山彩音、大谷理子、小出彩也美、佐渡楓、上野三冬、松尾咲愛、染谷莉央、窪田夏帆、
妻鳥ひかり

・平成28年度千葉県中学校ソフトボール新人大会 出場 遠藤結衣、池田琴音、有賀萌美、
洪夢果、齋藤風穂、黒須美咲、瀬川茜理､染谷柚衣、村山彩音、大谷理子、小出彩也美、
佐渡楓、上野三冬、松尾咲愛、染谷莉央、窪田夏帆、妻鳥ひかり

・第７回 越谷オータムカップ 敢闘賞 遠藤結衣、池田琴音、有賀萌美、洪夢果、
齋藤風穂、黒須美咲、瀬川茜理、染谷柚衣、村山彩音、大谷理子、小出彩也美、佐渡楓、
上野三冬、松尾咲愛、染谷莉央、窪田夏帆、妻鳥ひかり

○税の標語 佳作 大髙梨空、飛鳥紗侑里、佐渡楓
○流山少年少女俳句大会

・秀逸 村山彩音、島﨑遥、杉浦雪珠、田内ほのか、柿島幸弥、黒﨑万桜
・佳作 クリアリーニコラス、尾﨑光、長井元輝、鍋谷郁巳、寺澤滉士良

○児童虐待防止標語「家族の絆」 優秀賞 野沢葵、佳作 幸喜大夢
○明るい社会づくり第34回ポスターコンクール
・流山教育委員会教育長賞 飛鳥 紗侑里
・銅賞 赤西大樹、髙橋望、島﨑遥、佐藤颯起、礒部真友香、佐伯帆乃香、鈴木梨里香、

今福帆波、関陽奈子
・佳作 小野寺琉汰、木谷碧希、杉萌加、石井華、河村響、寺原大翔、河野優夢、新井彩月、

冨山くるみ、河合美紅、渡邉菫
・銀賞 田中太智、東山美桜、上野櫻介、藤倉陽
○第３１回防火ポスター展 特別賞〔千葉県危険物安全協会連合会長〕豊澤 香奈、

佳作 西尾 海音
○第6１回こども県展・準特選 石毛芳樹、金久保柚葉
・入選 藤森らぶり、今福帆波、猪野万結子、渡辺瑞希、河野桃名、中山凜香、杉萌加、

有吉健太、上野桃香、谷口彩夏、金井琳美、植頭愛子、堀越美花、渡部祥信、林真緒、
飯田李々子、仲見真梨亜、丸山千明、豊澤香奈、田中稜大、渡辺美玖、新井彩月、
水代菜々海、野牛駿人、池上碧南、河村響、小野寺有彩、桒田晃佑、岩田奈津季、
沖田咲弥香、遠藤僚、山﨑花夏、柴原奨、仙洞田陽、木村美友、足立原理久、西﨑廉、
佐々木流星、森田聖人

・佳作 佐藤葵、黒沢萌花、東山美桜、染谷勇樹、和田彩希、小貫颯太、佐伯帆乃香、
寺端健人、山吹友乃、有馬龍汰郎、山田瑠菜、菊田萌加、南野麻結、洪夢果、有賀萌美、
木村碧、板垣皓大、遠藤茜音、大久保湧真、横山海人、齊藤安柚美、小林健太、赤西大樹、
町田陽太郎、仙洞田愛、関本昇馬、山中岳都、梅木絵利奈、高下恵、海老原光希、
皆川瑠風、細川亮太、高井凌平、島﨑遥、鈴木聖人、関根杏梨、藤田瑞穂、鈴木綾奈、
平野薫梨、渡辺望来、小林未希、谷田原桜士、後藤葉月、中山七海、上平伶、中山七海

○女子卓球部 ・葛北中学校新人卓球大会 団体戦優勝 仲見真梨亜、鈴木千夢、小林愛菜、
落合美咲、薄田千尋、中川明音、吉原玖瑠美、山越柚衣

・個人戦 ベスト８ 鈴木千夢、個人戦ベスト１２ 仲見真梨亜、ベスト１４ 薄田千尋
○男子卓球部・葛北中学校新人卓球大会 個人戦 ベスト８ 村山 竜都
○第六十五回千葉県小・中・高校席書大会 千葉日報社賞 水代 菜々海
○女子バスケット ・流山市中学校バスケットボール技術講習会 優勝

中村悠夏、今林万璃子、信田実柚、永岡希未、小島亜子、北原咲笑、野沢葵、飛鳥紗侑里、
田中彩菜、関根杏梨

・平成28年度葛北支部中学校バスケットボール新人大会 ３位
中村悠夏、今林万璃子、信田実柚、永岡希未、小島亜子、北原咲笑、野沢葵、飛鳥紗侑里、
田中彩菜、関根杏梨

○柔道 平成28年度葛北支部中学校柔道新人大会 優勝 田中 篤
○駅伝部
・葛北支部中学校駅伝大会 女子ロードレースの部 優勝 栗田宙佳、6位 永岡希未

女子駅伝 優秀選手賞 今林 万璃子
・東海大学付属浦安招待陸上 1年１５００ｍ 2位 沖浦 隼多

○剣道部
・葛北支部中学校新人剣道大会 女子個人戦 ３位 金久保柚葉
・第50回流山市民体育大会剣道競技大会 1年女子の部 優勝 海老原光希
○陸上部
・第33回東海大学付属浦安高等学校招待中学校陸上競技選手権大会

1年１００ｍ 3位 萩原彰徳、5位 石井悠夢
1年４×１００ｍＲ 1位 萩原彰徳、石井悠夢、鈴木聖人、松崎聖広
砲丸投げ 6位 松崎聖広、1年１００ｍ 4位 出頭里菜、7位 樋口怜那
１００ｍＨ 4位 水代菜々海、走り高跳び 3位 猪野万結子、6位 山﨑陽菜
1年４×１００ｍＲ 4位 樋口怜那、出頭里菜、今福帆波、中山七海
走り幅跳び 5位 出頭里菜、7位 今福帆波

・葛北支部新人中学校陸上競技大会
走り高跳び 1位 山﨑陽菜、4位 石川珠羽、猪野万結子､砲丸投げ 4位 水代菜々海
１００ｍＨ 4位 水代菜々海、走り幅跳び 4位 出頭里菜、
走り高跳び 5位 宮原一樹、走り幅跳び 6位 宮原一樹
４×１００ｍＲ 5位 樋口怜那、出頭里菜、水代菜々海、藤井彩名
走り幅跳び 7位 渡邉啓太、走り高跳び 6位 渡邉啓太､ 砲丸投げ 8位 松崎聖広
４×１００ｍＲ 8位 石井 悠夢、萩原 彰徳、鈴木 聖人、玉城 瑚珀

・千葉県中学校新人陸上競技大会 走り高跳び 山﨑陽菜、１００ｍＨ 水代菜々海
・野田市民陸上競技大会

１００ｍＨ 2位 水代菜々海、8位 山﨑陽菜
４×１００ｍＲ 6位 樋口 怜那、出頭 里菜、中山 七海、今福 帆波
走り高跳び 3位 山﨑陽菜、5位 猪野万結子、8位 駒形会南
走り幅跳び 2位 出頭里菜、１１０ｍＨ 5位 宮崎駿
走り幅跳び 4位 渡邉啓太、砲丸投げ 6位 鈴木聖人、8位 松崎聖広

○吹奏楽 アンサンブルコンテスト東葛飾地区予選 中学校木管の部 銀賞 和田彩希
円城寺彩加、渡辺彩香、杉田明花、北川千尋、田澤摩季、菊田萌加、薮本愛実

○青少年主張大会 優秀賞 山﨑花夏
○地域福祉のまちづくり推進標語・ポスター

標語 優秀賞 金久保柚葉、ポスター 優秀賞 宮澤満夕
○流山市図画・習字・読書感想文作品展
・図画 河本莉緒、佐々木結子、宮野さくら、平戸もも、田中悠貴、藤巻百香、髙橋栞、

垰野下祐里佳、成山千咲、大川瑞稀、礒部真友香、長奈都紀、赤西大樹、関本昇馬、
寺澤滉士良、伊藤大智、髙橋香蓮、

・習字 上平怜、宮本紗希、金井琳美、島﨑遥、今福帆波、猪野万結子、金久保柚葉、
信田実柚、水代菜々海、菊川理子、玉置千笑里、池上碧南、押切南歩、鈴木乃璃花、
鈴木那津奈、鎌田悠莉、堤愛衣果

・読書感想文 村上彩音、宮本紗希、宮澤満夕、鶴川真理菜、平川桃羽、高島海斗、
髙橋栞、杉浦雪珠、飯田李々子、野川晋太朗、佐藤颯起、工藤桃子、井上紗奈、河野桃佳、
鈴木ひとみ、佐藤海輝、田中悠香子

○防火ポスター 特別賞〔千葉県危険物安全協会連合会長〕豊澤香奈 佳作 西尾海音
○防犯ポスター 銀賞 猪野 万結子、佳作 守田 陽香
○税についての作文 松戸税務署管内納税貯蓄組合連合会 佳作 税所のぞみ子
○第9回流山おおたかの森高等学校英語スピーチコンテスト

1年暗唱の部 1位 平野薫梨、特別賞 佐藤海輝

１２月・１月の主な予定
＜１２月＞

５日(月) 評議委員会・６委員会 １０日(火) 第３学期始業式
７日(水) 集金日 １１日(水) 集金日 １，２年確認テスト
９日(金）３年 CD 録音 ３年実力テスト 給食開始

１３日(火）市内特別支援学級合同交流会 １２日(木) ２年百人一首大会
１５日(木) 入試相談開始 １３日(金）１年百人一首大会

（３年午後カット） １７日(火)１８日(水)
２０日(火)２学期末保護者会 給食最終日 私立入試集中日（３年給食カット）
２１日(水) 大掃除 部活動再登校 ２５日(水) １年職業人講話
２２日(木)第２学期終業式 ２６日(木) ３年学年末テスト
＜１月＞ 新入生保護者説明会

８日(日）銚子半島一周駅伝競走大会 ２７日(金）３年学年末テスト


