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地域に貢献し、地域を学ぶ日になりました 
天候に恵まれた９月 17 日（土）に、約 100 名もの地域のみなさま、保護者のみなさまからご参

加いただき、地域貢献活動を実施しました。地域の環境整備作業に汗を流しながら、「こんなに大

変な清掃作業を、地域の方は普段からしてくださっていてすごい。ありがたいと改めて思いまし

た。」と話していた生徒もいました。 

午後の集会では、東新潟地区青少年育成協議会の方から、木戸地区、沼垂地区、笹口地区の紹介

をしていただきました。校区内の各地区の特徴を学ぶよい機会となりました。お話を伺って興味を

もったところへ、時間を見つけて足を運んでみませんか？ 

 

 

 

  

思いがしっかりと「かたち」に 
～前期を終えるにあたって～ 

教頭 長谷川 聡実  

 

令和 4 年度東新潟中学校の前期は、生徒の思いがしっかりと「かたち」になった期であった

と思います。例えば、東風祭。初めての５軍構成、新しく決まった緑と橙には実行委員の思い

が込められていました。５軍での応援活動、応援がどうしたら伝わるのか、どうしたら軍全員

で一つのチームになれるのかなどリーダーである３年生や１・２年生の創意あふれる工夫と熱

い思いが込められていました。そして、生徒会の力キャンペーン。「東新タイム」への取組に

対する生徒会リーダーの問題意識が、学習委員会につながって「東新タイム」の改善が図られ

ました。他にも日々の授業、清掃、部活動、地域貢献活動等、至るところで生徒みんなの思い

がしっかりと「かたち」として表れた素晴らしい前期だったと思います。 

後期も生徒主体の教育活動が展開できるよう、教職員全員で精一杯支援していきます。もっ

と素敵な東新潟中学校を創っていきましょう！保護者のみなさま、地域のみなさま、引き続き

温かいご支援宜しくお願いいたします。 
教頭 長谷川 聡実  

 

 



令和４年度「全国学力・学習状況調査」の結果について（令和４年４月 19 日実施） 

１ 調査の目的 

  「全国学力・学習状況調査」とは、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等

に役立てることを目的に、全国の国・公・私立学校の小学校６学年、中学校第３学年を対象に行われ

るものです。「国語」「数学」は毎年行われていますが、「理科」「英語」の調査は３年に１回行わ

れます。今年度は「理科」の調査が行われました。 

 

２ 調査結果と考察 

（１）東新潟中学校調査結果 

 

（２）考察 

【国語】 

「国語」は、「我が国の言語文化に関する事項」「話すこと・聞くこと」の正答率が全国を上回

りました。「我が国の言語文化に関する事項」は、書写で行った指導が生かされたようです。また、

「話すこと・聞くこと」に関しては、パフォーマンステストや聞き取りテスト等の成果であると考

えます。「読むこと」の正答率は全国よりわずかに下回りました。読解する際のポイントを確認し

ながら、繰り返し取り組んでいきます。 

【数学】 

「数学」は、領域別では「数と式」「関数」の正答率が全国を上回りました。発展的なレポート

課題や知識を具体的な場面で活用する授業を行った結果だと思われます。「データの活用」の正答

率は全国を下回りました。グラフなどの資料から読み取れることを見つけ出す活動を取り入れてい

きます。 

 【理科】 

   「理科」は、すべての領域において正答率が全国を上回りました。特に正答率が高かったのは「『エ

ネルギー』を柱とする領域」「『粒子』を柱とする領域」です。身近な事物や日常的な現象を題材

とし、考察の妥当性を高めるための必要なデータを適切に処理することができるよう、実験計画を

立て、結果を活用する授業を行いました。また、レポートによる論理的な展開を身に付けさせる実

践の成果が現れています。 

【全体】 

２年時の授業において、「タブレット等の ICT 機器で調べ事、意見交流、学習のまとめをした」

という回答の割合が、全国と比べて非常に高かったです（全国より＋25％～45％）。また、「対話

で自分の考えを深めたり広げたりできた」と回答した生徒（全国より＋10％）、「調べ事を工夫し

てまとめたり発表したりする活動」に意欲的に取り組んだ生徒（全国より＋15％～20％）の割合が

全国を大きく上回りました。めあてをもって充実した学校生活を送っている様子が伺えます。 

 

３ さらなる学力向上を目指すために東新潟中学校が行うこと 

   引き続き「分かる授業」を行っていきます。そのために、生徒の問題意識を大切にした学習課題

の設定、様々な気付きの生まれる対話活動、学びの自覚を促す振り返り活動、ICT 機器の効果的な

活用が行われるよう、全職員で取り組みます。  

「国語」「数学」「理科」いずれの平均正答率も全国より高かった。 



令和４年度 第６３回 新潟市中学校新人大会 結果 
東新潟中学校の生徒らしく、最後までさわやかに、正々堂々と、これまで積み重ねてきた練習の

成果を発揮しました。この結果をこれからの練習に生かし、更に成長してくれることを期待します。

また、保護者の方々に対し、これまでの温かい応援とご支援に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上競技 

【共通男子 ４００ｍ】 

 森畑壱誠   ５８秒２９  ４位 

【共通男子 １５００ｍ】 

津野扇士 ４分４７秒１６  ４位 

【共通男子 ３０００ｍ】 

 川﨑真聖 ９分５３秒６０  ２位 

【共通男子 棒高跳】 

 神田晟吾  ２ｍ７０㎝   １位 

須貝拓斗  ２ｍ４０ｃｍ  ２位 

桑原寛至  ２ｍ４０ｃｍ  ３位 

【共通女子 ８００ｍ】 

 長谷川湊  ２分３２秒０１ １位 

【共通女子 ４×１００ｍリレー】 

 宮田萌花・住友葵・中谷蘭・長谷川湊 

        ５６秒１８  ７位 

【共通女子 棒高跳】 

藤川唯絆  １ｍ８０ｃｍ  １位 

広沢絢   １ｍ８０ｃｍ  ２位 

鶴巻心蘭  １ｍ７０ｃｍ  ３位 

宮田萌花  １ｍ３０ｃｍ  ４位 

【２年女子 １００ｍハードル】 

 中谷蘭    １８秒９４  ６位 

【１年女子 砲丸投】 

 藤村結月  ７ｍ３７ｃｍ  ２位 

 佐藤明日香 ５ｍ３８ｃｍ  ６位 

 

男子バドミントン 

【シングルス】 猪股陽輝 

１回戦 対藤見      ２－０ 勝 

２回戦 対両川     ２－０ 勝 

３回戦 対葛塚     ０－２ 負 

             ＜３位＞ 

山口 光 

１回戦 対亀田西     ２－０ 勝 

２回戦 対藤見     ０－２ 負 

             ＜５位＞ 

【ダブルス】  渡辺汐栞・岩﨑太生 

１回戦 対藤見      ２－０ 勝 

２回戦 対大形     １－２ 負 

             ＜５位＞ 

鹿住類生・中村紫暮 

１回戦 対両川     ２－０ 勝 

２回戦 対小合     ０－２ 負 

             ＜５位＞ 

【学校対抗】        ＜２位＞ 

 

野球 

 第１試合 対亀田   ５－８  負 

 第２試合 対大形  １９－５  勝 

              ＜２位＞ 

サッカー 

 第１試合 対亀田   ０－７  負 

 第２試合 対南浜   ０－９  負 

 
男子ソフトテニス 

 第１試合 対新津第五  ３－０ 勝 

 第２試合 対亀田西   １－２ 負 

 第３試合 対松浜    ２－０ 勝 

              ＜６位＞ 

女子ソフトテニス 

 第１試合 対早通    ３－０ 勝 

 第２試合 対亀田西   １－２ 負 

 

女子バスケットボール 

 第１試合 対亀田  ３８－４９ 負 

 第２試合 対下山  ５２－３４ 勝 

バレーボール 

 第１試合 対小須戸  １－１  分 

 第２試合 対新津第二 １－１  分 

 第３試合 対山の下  ２－０  勝 

 第４試合 対岡方   ０－２  負 

 第５試合 対木崎   ２－０  勝 

              ＜３位＞ 

男子バスケットボール 

第１試合 対亀田西 ３６－８３ 負 

第２試合 対大形  ５５－３５ 勝 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東新潟中学校連絡メールについて 
 全生徒の保護者のみなさまから東新潟中学校連絡メールへのご登録をいただくことができまし

た。ご協力に感謝申し上げます。 

 現在、若干ではございますが、携帯電話・スマートフォンの機種変更に伴い、連絡メールが届か

なくなるという事象が発生しております。機種変更の際には、「あんしんメールアプリ」を新たに

インストールしてください。 

 また、登録内容が昨年度の状態となっている方もいらっしゃいます。以下の方法により、生徒情

報の更新にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

【生徒情報の修正方法】 

（１）アプリの場合 

アプリを起動して、「登録内容変更または退会」より手続きをする。 

（２）メールの場合 

受信済みのメールについている「運営のしくみ、登録内容変更・配信停止・退会はこちら」

のショートカットより手続きをする。 

柔道 

【女子個人】 渡邉愛心 

 １回戦  対小針        勝 

 ２回戦  対小針        勝 

 決勝戦  対寄居        勝 

              ＜１位＞ 

 

女子バドミントン 

【シングルス】  望月結生 

 １回戦 対東石山    棄権   勝 

 ２回戦 対新津第二  ２－０  勝 

 ３回戦 対大形    ２－０  勝 

 ４回戦 対新津第二  ０－２  負 

              ＜３位＞ 

 

  卓球 

 第１試合 対新津第五  ２－３ 負 

 第２試合 対葛塚    ０－３ 負 

 第３試合 対曽野木   ０－３ 負 

剣道 

【男子個人】 伊藤瑛太 

 １回戦  対内野        勝 

 ２回戦  対両川        負 

水泳 

【５０ｍ自由形】半内美羽 ＜１６位＞ 

 
新人大会を振り返って        バレーボール部部長 田中 珠（２年１組） 
 

 私たちバレーボール部は９月２７日に小須戸体育館で試合を行ってきました。私たちは、ど

んなときも声を出し、強気で自分たちの力を最後まで出し切るという目標を立てチーム一丸と

なって試合をしました。 

当日の新人大会では、目標としていた３位という結果を残すことができました。１試合目・

２試合目とどちらも１セットずつとり、引き分けとなりました。しかし、強豪の新津第二中か

ら１セットとることができました。チームで声をかけ合いミスをしても次にどうするかを全員

で確かめながら試合ができました。３回戦目の山の下中との試合では、自分たちができるプレ

ーを最後までやり続けるという新人大会前から課題にしていたことを意識しながら試合をする

ことができました。４回戦目の岡方中は、今回のリーグで一番強い学校でした。試合では、勝

ち負けはともかく、自分たちができる声を出して、最後まであきらめないプレーで頑張りまし

た。最後の木崎中との試合では、「最後までやりきる」という先生の言葉と自分たちの目標を

意識し最後までやりきり、粘り勝ちすることができました。 

 今回の新人大会で、大会の大事な場面でサーブのミスをしない、どんな状況でもつないで、

自分たちからミスをしないような粘り強いプレーをするという課題や今後の目標を見つけるこ

とができました。今後は１０月３０日に行われる東地区順位決定戦に向けて新人大会での課題

を練習で解決し、自信をもって「いつも通り粘り強く」大会に臨めるように頑張ります。 


