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東部中学校学校教育目標
「笑顔・熱中・思いやり、そして命を大切に」

８月９日に本校出身の寺村美穂選手の五輪出場を応援するパブリックビューイングがキッ
コーマンアリーナで行われました。主催者の発表によれば、約４００名が一堂に会し、声援
を送ったとのことです。本校応援団、吹奏楽部が出演の機会をいただき、力いっぱいの応援
や演奏で、雰囲気を盛り上げました。夏季休業中ではありましたが、流山市初のオリンピッ
ク出場選手を応援するという貴重な体験をさせていただきました。

保護者の皆様、地域の皆様、ご理解・ご協力ありがとうございました。

東部中生の活躍
パブリックビューイング以外にも、運動系部活動の総合体育大会、県大会出場部活動の激

励会、流山市駅伝大会、吹奏楽部のコンクール出場、美術部の秀作美術展出品、小中合同部
活動練習等１学期終了から、新学期までの間に様々な生徒の活躍がありました。

駅伝合宿 流山市駅伝競走大会 流山市駅伝競走大会

椎 の 木

葛北大会（バレー部） 葛北大会（サッカー部） 県大会出場部活激励会

○葛北支部中学校剣道大会 男子団体戦 3位
阳李 昊 、大川直人、木澤 豊、三浦息吹、成島 明、杉原晶太、

○葛北支部中学校サッカー大会 準優勝 クリアリー ニコラス、高居 凌平、畠山 光、
淺野 仁成、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、板垣 皓大、岩間 淳泰、久米田 蓮、加藤 佑都、
佐々木 流星、新川 達也、山越 隼、大塚 悠祐、佐々木 優斗、平下 雄斗、
牧島 克恭、横山 海人、江水 颯、林 悠太

○葛北水泳記録会
・４００ｍフリーリレー

３位 森川 結羽、渡邊 蒼、髙橋 良輔、勅使瓦 克拓
２位 栗田 宙佳、大川 瑞稀、黒沢 萌花、渡邊 美沙稀

・４００ｍメドレーリレー
２位 森川 結羽、渡邊 蒼、髙橋 良輔、勅使瓦 克拓
２位 栗田 宙佳、大川 瑞稀、黒沢 萌花、渡邊 美沙稀

・女子１００ｍ自由形 2位 渡邊 美沙稀 7位 黒沢 萌花
・女子１００ｍ背泳ぎ 4位 戸部 朱璃 ・女子１００ｍバタフライ1位 栗田 宙佳
・女子１００ｍ平泳ぎ 3位 大川 瑞稀
・女子２００ｍ個人メドレー 1位 渡邊 美沙稀
・女子２００ｍ自由形 6位 大川 瑞稀 ・女子４００ｍ個人メドレー1位 栗田 宙佳
・女子４００ｍ自由形 5位 黒沢 萌花 ・男子１００ｍ自由形 8位 髙橋 良輔
・男子１００ｍバタフライ 5位 勅使瓦 克拓
・男子１００ｍ平泳ぎ 4位 渡邊 蒼、5位 寺村 太一
・男子２００ｍ個人メドレー 5位 森川 結羽、7位 北島 直明
・男子２００ｍ自由形 6位 関本 昇馬 ・男子２００ｍ平泳ぎ 4位 渡邊 蒼
・男子４００ｍ個人メドレー 4位 田中 智基
・男子５０ｍ自由形 4位 髙橋 良輔、8位 寺村 太一
・男子８００ｍ自由形 5位 大沼 祥
○全中・関中予選会 女子400m 個人メドレー 7位 栗田 宙佳
○千葉県吹奏楽コンクール 中学校の部 B 部門 銀賞

梅田 正義、円城寺 彩加、杉浦 雪珠、杉田 明花、本山 芽依、北川 千尋
水島 萌笑、川越 百華、田澤 摩季、菊田 萌加、玉置 千笑里、豊澤 香奈
新井 美菜、石黒 菜月、恩田 紗希、小泉 美緒、松本 杏莉、折戸 明音、
小森 さくら、伊藤 奏、鈴木 ひとみ、田邉 明日美、町田 陽太郎、仙洞田 愛、
中山 愛梨、市川 ひかり、木村 碧、黒崎 万桜、仙洞田 陽、髙橋 香蓮

○葛北支部中学校ソフトボール大会 優勝
小出彩也美、遠藤結衣、池田琴音、有賀萌美、洪夢果、齋藤風穂、菅野真子、松尾桃愛
田中悠香子、岡田涼帆、細野由依

○葛北支部中学校ソフトテニス大会 3位
神原 真希、丸山 千明、西尾 海音、税所 のぞみ子、齊藤 安柚美、林 美希
神原 由依、堤 愛衣果

○美術部 秀作美術展
・日本美術教育連合賞 柴原 奨
・読売新聞社賞 山﨑 花夏
・東京美術文化協会賞 石毛 芳樹



・推選賞 東山 美桜
・特選賞 吉井 萌々子、齊藤 萌、礒部 真友香、大久保 綾、新井 彩月、長 奈都紀、

渡邊 双葉、高下 恵、近藤 優名
・秀作賞 伊藤 妃更、谷口 彩夏、鈴木 万葉、小宮 桜衣、藤森 らぶり、

佐々木 結子、金井 琳美、田口 未久、宮野 さくら、守田 陽香、河野 桃名
堀越 美花、竹内 香心奈、平川 桃羽、渡邊 瑞希、金内 萌花、小嶋 汐音
飯田 李々子、小野寺 有彩、関 陽奈子、菅原 未香

○葛北支部中学校陸上競技大会 総合準優勝 男子準優勝 女子準優勝
・１年女子１００ｍ 7位 出頭 里菜 ・１年女子走幅跳 4位 出頭 里菜
・２年男子１００ｍ 7位 玉城 瑚珀 ・１年男子走幅跳 ４位 渡邉 啓太
・３年女子１００ｍ 6位 篠原 玲奈 ・3年男子１００ｍ 6位 本田隼二郎
・オープン女子１００ｍ 4位 玉城 瑚雪 ５位 佐々木優歌 ７位 今福 帆波

オープン女子１００ｍ ５位 佐々木優歌
・共通女子４×１００ｍ R3位 羽賀茉保子、篠原 玲奈、徳永 美咲、本間 美樹
・共通女子砲丸投 7位 河野 桃佳
・共通女子走幅跳 5位 三澤 芽生 7位 河野 桃佳
・共通女子１００ｍ H 3位 梅木絵利奈 4位 本間 美樹
・共通女子１５００ｍ 5位 今林 万璃子
・共通女子２００ｍ 7位 篠原 玲奈
・共通女子走高跳 4位 岩田 奈津季 7位 皆川 洋香
・共通男子１１０ｍ H 4位 藤森 海王
・共通男子４×１００ｍ R5位 野田 有杜 本田隼二郎 宮城 拓実 大久保湧真
・共通男子走高跳 2位 野田 有杜
・共通男子走幅跳 1位 野田 有杜 5位 寺澤滉士良
・共通男子砲丸投 1位 沖浦 挙多 4位 赤西 大樹
・低学年女子４×１００ｍ R 4位 樋口 怜那 中山 七海 出頭 里菜 藤井 彩名
・低学年男子４×１００ｍ R 3位 萩原 彰徳 宮原 一樹 玉城 瑚珀 成海 恒生
○関東中学校陸上競技選手権大会 共通男子走幅跳 １６位 本田隼二郎
○全日本中学校通信陸上競技大会千葉県大会
・１年女子走幅跳 出頭 里菜 ・共通男子１５００ｍ 白土 凌
・共通男子４×１００ｍ R 宮城 拓実、大久保湧真、本田隼二郎、野田有杜
・共通男子走幅跳 １位 本田隼二郎 野田 有杜 寺澤滉士良
・共通男子砲丸投 沖浦 挙多
○全日本中学校陸上競技選手権大会
・共通男子走幅跳 １６位 本田隼二郎
○千葉県総合体育大会 陸上競技大会
・共通男子４×１００ｍ R 野田 有杜 本田隼二郎 宮城 拓実 大久保湧真
・共通男子走幅跳 野田 有杜 ・共通男子走幅跳 １位 本田隼二郎
・共通男子砲丸投 沖浦 挙多

石毛 芳樹君の作品

柴原 奨君の作品 山﨑 花夏さんの作品

小中連携部活動体験

９月１日(木)に小中連携部活動体験が行われ、東小学校・向小金小学校から１９０名の児
童が部活動の体験をしました。１時間ほどの体験でしたが、皆一生懸命に活動しました。小
学生の指導をする中学生も、とても張り切っていました。

終わりの会で、「中学校で入る部活を決めている人？」と尋ねられると、ほとんどの児童
が手を挙げていました。剣道部部長の金久保さんから６年生に、「小学校での一日一日の生
活を大切に過ごしてください。」とのアドバイスをしました。

野球部 男子卓球部 科学部

特別な配慮が必要な場合、学校にご相談ください。

平成２５年の障害者差別解消法の成立、本年４月１日の施行により、公的機関において、
障害を理由とする不当な差別扱いが禁止されるとともに、合理的配慮の提供が義務となりま
した。

・車いすで学校を参観したい
・面談や保護者会で手話通訳を付けてほしい

などの保護者の皆様や地域の皆様からのご希望がありましたら、ご遠慮なく学校にご相談く
ださい。

また、保護者の皆様で、お子さんの特性等により、例えば、
・右耳が聞こえづらいので、座席の位置に配慮してほしい
・説明を聞くだけでは理解しずらいので、黒板にやることを書いてほしい
・急に日程がかわると混乱するので、変更があったら個別にあらかじめ説明してほしい
・クールダウンするために一人になれるスペースを用意してほしい
などがあれば、まず、担任にご相談ください。保護者の皆様、本人との話し合いを行い、

対応可能なことについては、ご希望に添えるようにいたします。

９月・１０月の主な予定

＜９月＞ ５日(水)集金日
７日(水）集金日・ ７日(金)安全点検・中間テスト
８日(木）合同高校説明会 １１日(月)３年実力テスト
９日(金）部活動保護者会 １２日(水)駅伝激励会

１０日(土）～ 葛北新人戦 １４日(金)進路保護者会
１６日(金) 青少年の主張大会 １５日(土)東葛駅伝全校応援
２４日(土) 体育祭 １７日(月)代休
２６日(月) 代休 ２０日(木)市内音楽発表会
３０日(金）立ち合い演説会・投票 ２１日(金)漢字検定

２２日(土)学校地域合同防災訓練
＜１０月＞ ２５日(火)椎木祭優先期間

３日(月)衣替え ２９日(金)椎木祭・合唱コンクール
４日(火)試験前部活停止期間～ ３１日(月)代休


