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第１１号 流山市立東部中学校

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」

３年生，卒業おめでとう！１７５名の輝かしい門出
３月に入ると，１日の後期入学者選抜，６

日の３年生を送る会，７日の千葉県公立高等
学校入学許可候補者発表，１０日の卒業式予
行・皆勤賞表彰・表彰集会とあっという間に
月日が流れました。

今年度は，２年生の学年集会で，代表の３
年生が進路を達成するまでにどのような道の
りを歩んだか，後輩たちに自分の体験を話す
機会がありました。まだまだ，実感のわかな
い２年生ですが，漠然と入試に対する不安を
持つ生徒に，日常の授業や部活動などの基本
的な生活をしっかりと行う事の大切さ等を力
強く語りました。

また，校舎や校庭の掃除，ぞうきんづくり，
側溝の清掃，図書室の整備等の奉仕作業にも 〈３年生を送る会１年生の作品〉
一生懸命に取り組みました。３年生のおかげで、学校中が見違えるよ
うにきれになりました。今まで全校の中心として活躍してきた３年生
ですが，いよいよ明日は卒業式です。東部中で学んだことを自信に大
きく羽ばたいてほしいものです。

東部中生の活躍 各種大会・コンクール等
３月１０日に今年度最後の表彰集会が行われました。１年間、学業や部活動等の課外活動

に励み、たくさんの成果を残すことができました。
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ指導者の皆様、保護者の皆様、課外教育後援会の皆様、地域の皆様、応援ありが

とうございました。

〇流山市青少年を健全に育てる運動啓発標語 作品展 入賞 飛鳥紗侑里 細野睦貴
〇平成２８年度全国中学生人権作文コンテスト千葉県大会

松戸人権擁護委員協議会会長長 飯田李々子
〇テニス 平成28年度第50回流山市民体育大会 ソフトテニス競技中学1年生大会

・個人 優勝 鈴木綾奈 中山凜香 ・３位 天池小百合 亀井優花
〇サッカー チャレンジ８ 3位 大熊聖哉 栗原達毅 関川慎之介 新井啓悟 齊藤智也

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 田島匠 有元翼
多田虎太朗 坂本雄哉 鴫原彪雅 ・ベストレフリー 野川 晋太郎

〇水泳 葛北中学校新人水泳競技大会 ・男子50m自由形 4位 髙橋 良輔
・男子100m自由形 4位 髙橋良輔 5位 渡邊蒼 ・男子100m平泳ぎ 2位 渡邊蒼
・男子バタフライ50ｍ 2位 勅使瓦克拓 6位 大久保龍之介

椎 の 木
・男子バタフライ100m 2位 勅使瓦克拓 ・男子50m背泳ぎ 6位 染谷重明
・男子100m背泳ぎ 3位 田中太智 4位 酒井慶
・男子200mフリーリレー 2位 森川結羽 渡邊蒼 髙橋良輔 勅使瓦克拓
・男子200m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
・女子50m自由形 5位 戸部朱璃 ・女子100m自由形 6位 黒沢萌花
・女子50m平泳ぎ 3位 大川瑞稀 ・女子100m平泳ぎ 3位 大川瑞稀
・女子50mバタフライ 2位 栗田宙佳 4位 黒沢萌花
・女子100mバタフライ 2位 栗田宙佳 ・女子100m背泳ぎ 4位 戸部朱璃
・女子200mフリーリレー 2位 栗田宙佳 戸部朱璃 大川瑞稀 黒沢萌花
・女子200mメドレーリレー 2位 栗田宙佳 戸部朱璃 大川瑞稀 黒沢萌花

〇技術・家庭科 第19回東葛飾地方家庭科、技術・家庭科作品展覧会
・入選 海老原光希 中山七海 有吉健太 山﨑陽菜

〇第75回全日本学生児童発明くふう展 奨励賞 藤田瑞穂
〇平成28年度 野田市流山市合同中学校ソフトテニス1年生大会 女子個人の部

3位 鈴木綾奈 中山凜香
〇平成28年度葛北地区中学校バスケットボール1年生練習会 3位 細川亮太 奥涼介

稲岡孝行 稲岡正紘 松原龍青 藤井真那斗 岸本健佑 上野櫻介 勝部秀哉
荒川秀弥 野沢葵 飛鳥紗侑里 田中彩菜 関根杏梨

〇第６９回 千葉県小・中・高校書き初め展覧会 千葉日報社賞 菊川 理子
・特選 佐々木優歌 ・金賞 高下恵 ・銀賞 芦辺真奈
・書星会賞 丸山千明 水代菜々海 今福帆波 平野薫梨 宮本紗希 猪野万結子
・特選 藤井彩名 髙橋栞 金久保柚葉 河合美紅 田口未久 谷口彩夏 上平怜

德本侑希子 中山七海 渡辺望来
・金賞 信田実柚 土肥徳子 小島亜子 菊田萌加 尾﨑光 玉置千笑里 岡本拓巳
田中彩菜 小林未希 平川桃羽 渡辺瑞希 鶴川真理菜 浅井萌 島﨑遥 河野桃名
戸邉隆人 竹内愛 田中莉乃 守田陽香 小宮桜衣 舟岡日菜子
・銀賞 山吹友乃 佐伯帆乃佳 池上碧南 冨山くるみ 永岡希未 岡本佳奈美
小林遥佳 井上麻里菜 鈴木千夢 田中太智 小林愛菜 堀越美花 藤田瑞穂
柳井梨乃 若林芽衣 山口由莉 守屋柚希 林真緒 鈴木達也 栗田宇佳 葛葉純
鳥井彩希 黒﨑悠太 笠原鈴菜 楠美海翔

〇全日本学生美術展 ・特選 新井彩月 佐々木結子 ・佳作 小嶋汐音 飯田李々子
礒部真友香 小野寺有彩 小宮桜衣 渡辺瑞希 宮野さくら

〇葛北地区１年生ソフトボール練習会 準優勝
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 窪田夏帆 染谷莉央 妻鳥ひかり

〇葛北新人駅伝大会 4位 今林万璃子 信田実柚 永岡希未 栗田宙佳 渡辺望来
・男子1年ロードレース 5位 稲岡正紘 優秀選手賞 栗田宙佳
〇大沢駅伝大会 3位 中村亮太 平井和貴 細川亮太 小松恵達 荒川秀弥 沖浦隼多

6位 今林万璃子 信田実柚 佐藤颯起 栗田宙佳 渡辺望来
〇朝日新聞「私の折々のことば」コンテスト 佳作 鈴木千遥
〇流山市内駅伝 3位 今林万璃子 石川珠羽 栗田宙佳 渡辺望来 区間賞 栗田宙佳
〇バスケット部 ちばジュニア強化指定選手認定 信田実柚 永岡希未 北原咲笑 奥涼介
〇ソフトボール部 ちばジュニア強化指定選手認定 小出彩也美 遠藤結衣
〇Ｈ２８年度市長賞 柴原奨 山﨑花夏 本田隼二郎 藤田瑞穂

３月以降の主な予定
＜３月＞ ＜４月＞
14日(火) 卒業式 ※給食なし 5日(水) 着任式・始業式
15日(水) 2年確認テスト 7日(金) 入学式
22日(水) 保護者会 授業参観 10日(月）避難訓練
23日(木) 大掃除 給食最終日 13日(木) 新入生歓迎会
24日(金) 修了式 14日(金) 保護者会、ＰＴＡ総会
30日(木) 辞校式 19日(水) 集金日

24日(月) 個人面談期間(～4月28日)




