
潟東中学校ニュース 
新潟市立潟東中学校 

３月２５日（金）離任式 

 

３月２５日（金），離任式を行いました。潟東

中のために尽力し，お世話になった教職員の皆

様に深く感謝申し上げるとともに，今後のます

ますのご活躍をお祈り申し上げます。 

詳細については，当校ホームページ「学校だ

より 第１６号」をご覧ください。 

３月１７日（木）後期終業式 

 

３月１７日（木），後期終業式を実施しまし

た。１，２年生を代表して，２名の生徒が一年

間の振り返りと進級後の決意を堂々と発表して

くれました。 

４月からの新年度の学校生活に向けて，夢と

希望をもち，大いに活躍してくれることを期待

しています。 

３月１日（火）第７５回 卒業証書授与式 

 

３月１日（火），第７５回卒業証書授与式を挙

行いたしました。当日は晴天に恵まれ，卒業生

は義務教育の課程を修了し，明るい未来に羽ば

たいて行きました。これまで卒業生を温かく見

守ってくださった多くの皆様に，深く感謝申し

上げます。 

２月２５日（金）三年生へのメッセージ 

 

図書委員会と生活委員会の企画により，３年

生の卒業に向けて 1，２年生と先生方からのお祝

いのメッセージが生徒玄関に掲示されていま

す。大きな満開の桜の木に込められたメッセー

ジを，卒業生は嬉しそうに一つ一つ読んでいま

した。中学校生活を大切に，未来へ大きな一歩

を踏み出してほしいと思います。 



２月１６日（水）生徒総会・三年生を送る会 

 

２月１６日（水），生徒総会及び三年生を送る

会をリモートで実施しました。生徒会活動の振

り返りと，新年度への引き継ぎをしっかりと行

うことができました。三年生を送る会は感謝の

心を込めた創意工夫のある内容で，卒業が間近

であることをあらためて実感したひとときでし

た。 

 

２月４日（金）新入生説明会 

 

２月４日（金），新入生説明会を実施しまし

た。感染症対応のため，新入生の来校をなしと

し，小学校で実施しました。中学校への進学に

ついて，具体的な準備を始めてもらう時期で

す。４月の入学を待っています。 

 

 

 

２月３日（木）全校一斉 オンライン授業 接続テスト 

 

オンライン授業準備に向けた接続の再確認の

ため，家庭にいる生徒と学校とで，全校一斉に

確認テストを実施しました。 

ご協力ありがとうございました。 

２月３日（木）４日（金）後期期末テスト 

 

２月３日（木）４日（金），後期期テストが行

われました。 

「夢追って 共に輝く次の道」。３年生の作品

です。３年生の廊下には入試問題や進路資料が

ズラリと並んでいます。 

全校生徒は，一年間の締めくくりのテストに

全力で臨んでいました。 

 



１月２８日（金） 第４回コミュニティ・スクール「学校運営協議会」 

 

１月２８日（金），第４回コミュニティ・スク

ール「学校運営協議会」を新型コロナウイルス

感染症対応により，内容を短縮して短時間で実

施しました。今年度の振り返りとともに，次年

度の学校の方向性を熟議していただきました。

委員の皆様に深く感謝申し上げます。 

 

 

１月２６日（水） 生徒会本部役員・専門委員長 任命式 

 

１月２６日（水），本部役員と専門委員長の任

命式を実施しました。リモートで各教室に配信

して行いました。生徒会長から任命，委嘱され

た２年生 11名，１年生３名は生徒会のリーダー

として新たな活動に進みます。まずは三送会の

企画と生徒総会，３年生から引き継いだ専門委

員会の活動を軌道に乗せていきます。 

 

 

１月２１日（金） 再確認：「オンライン授業」接続手順 復習 

 

１月２１日（金），３年生から順次，オンライ

ン授業対応再確認のために，全学年で接続手順

を復習する会を実施しました。方法は「潟東中

GIGAだより（１月 28日号）」にも掲載されてい

ます。 

１月６日（木） 授業再開 

 

１月６日（木），授業再開となりました。爽や

かな青空で気持ちの良いスタートです。生徒は

新年の決意を新たにして元気に登校しました。

最初の授業はどのクラスも集中し，落ち着いて

取り組んでいました。新たな目標に向けて志を

高くもち，成長できる一年にしましょう。 



１２月２２日（水） 球技大会（生徒会行事） 

 

１２月２２日（水），生徒会行事の球技大会が

行われました。種目はバスケットボールでし

た。３学年委員会が中心となり，各学年委員会

と連携し，主体的に運営してくれました。クラ

スの一体感・充実感を高めるとともに，クラス

の団結を深める活気あふれる行事となりまし

た。 

 

１２月１日（水） 生徒会役員選挙 立会演説会 

 

１２月１日（水），立会演説会が行われまし

た。立候補者は生徒会のリーダーとして実現し

たい学校，生徒会活動を公約として掲げ，全校

生徒に協力と支持を訴えました。生徒は演説を

真剣に聞き，同日投票を行いました。３年生の

残した良き伝統を引き継ぎ，潟東中を発展させ

てほしいと願います。 

 

１１月２４日（水） 明風祭 

 

１１月２４日（水），明風祭を実施しました。

テーマ「百花繚乱(ひゃっかりょうらん)」～ス

タンプの旅～のもと，生徒会を中心に生徒自身

が準備・運営から仲間と協力して，創り上げま

した。当日は笑顔があふれる楽しい行事となり

ました。 

 

 

１１月１８日（木） 進路説明会 

 

１１月１８日（木），進路説明会を行いまし

た。いよいよ３年生は進路選択の時期を迎えま

す。自分の進む道を本気で考え，後悔のない選

択を願うとともに，進路実現に向けた努力が必

要です。多くの保護者の皆様からおいでいただ

きました。ありがとうございました。 

 



１１月１２日（金） 第３回コミュニティ・スクール「学校運営協議会」 

 

１１月１２日（金），第３回コミュニティ・ス

クール「学校運営協議会」を実施しました。後

半は，生徒会役員生徒とともに，「潟東中の未来

の姿」をテーマに，グループワークを行いまし

た。活発な意見交流が行われ，潟東中学校の未

来の姿につながる貴重な時間でした。 

 

 

１１月１１日（木）１２日（金） 後期中間テスト 

 

１１月１１日（木），１２日（金）の二日間，後

期中間テストを実施しました。校舎は静まりかえ

り，勉強一色の二日間でした。学習の成果を発揮

してほしいと願います。 

１１月９日（火） 質問教室 

 

１１月９日（火）放課後，後期中間テストに

向けて質問教室が行われました。今回もすべて

の教科で参加者が多く，定期テスト直前の課題

解消に向けて，熱心に取り組んでいました。教

科担任からの個別指導等により，疑問点の解決

や，苦手教科の克服に努めることがねらいで

す。 

 

１１月８日（月） 弁当の日② 

 

１１月８日（月）第２回弁当の日を実施しま

した。一日の食事の３分の１を占める昼食を，

健康の視点から真剣に考え，作ることは大きな

意味があります。学年別に事前指導をいただい

た潟東小学校 栄養教諭 木村香奈子先生，あ

りがとうございました。 

 

 



１０月２９日（金） 第２学年 マナー講習会 

 

１０月２９日（金），第２学年を対象にマナー

講習会を行いました。講師にキャリアドバンス

の岡田美栄様をお迎えし，社会生活に必要な場

に応じた所作について学びました。良好な人間

関係を築く上でのコミュニケーションの重要性

を再認識し，日常生活の中で実践できる力を高

めました。 

 

１０月２７日（水） 小中合同 避難訓練 

 

１０月２７日（水），小中合同で初の避難訓練

を実施しました。当日は，全児童生徒が整然と

行動することができました。左の写真は，各地

区別に緊急時の避難について確認しているとこ

ろです。いざという時に慌てず行動できる力を

身に付けることがねらいです。 

１０月２４日（日） 合唱発表会 

 

１０月２４日（日），巻文化会館において合唱

発表会を実施しました。学級で心を一つに団結

し，素晴らしいハーモニーを披露しました。伝

統を継承し，この行事で学んだことを今後の学

校生活に活かしてくれることを願っています。

ご来場いただいた多くの皆様，ありがとうござ

いました。 

 

１０月１２日（火） 着任式  

 

１０月１２日（火），スクール・サポート・スタ

ッフとして梨本 博章先生が着任されました。毎

日コロナ感染症対応を初めとする潟東中の学校

生活全般を支えてくださいます。頼もしいスタッ

フが増えて嬉しい限りです。 

よろしくお願いします。 

 

 



１０月１２日（火） 後期始業式 

 

１０月１２日（火），後期始業式を行いまし

た。始業式では各学年の代表生徒が「後期の抱

負」を発表してくれました。これから年度末の

卒業や進級に向けて，半年先を見通して学校生

活を送ることが大切です。各学年の後期の成長

と活躍を期待しています。 

 

 

１０月８日（金） 前期終業式  

 

１０月８日（金），前期終業式を行いました。

各学年の代表生徒が「前期の反省と後期の抱

負」を発表してくれました。この半年間の振り

返りとともに，生徒一人一人が自分自身の成長

と，後期の目標を確認する節目の日となりまし

た。 

 

１０月５日（火） 全校「総合学習の日」  

 

１０月５日（火），全校「総合学習の日」を実

施しました。第１学年は「働く人から学ぼう」，

第２学年は「ものづくり体験教室」，第３学年は

「上級学校訪問」を行いました。職業観や社会

人としての生き方を学ぶとともに，働くことの

意義，喜びや苦労を体験的に伺うことができた

り，高校卒業後の進路を見通したキャリア教育

の学びを深めるなど，充実した一日でした。 

９月１９日（日）体育祭 

 

１９日（日），体育祭を実施しました。体育祭

スローガン「烈火～最善を尽くせ Burn your 

soul～」のもと，全校生徒が一体となり感動的

な体育祭を実現しました。青連合，黄連合とも

に競技や創意工夫のあるダンス応援をとおして

友情を深めました。ご来校いただいた皆様，あ

りがとうございました。 

 



９月７日（火）８日（水） 前期期末テスト 

 

９月７日（火）～８日（水），前期期末テスト

を実施しました。校舎内は静寂し，全校生徒は

全力で問題に向かっていました。テスト後は結

果を冷静に振り返り，自分の学力を分析し，今

後の学力向上につなげてほしいと思います。 

９月３日（金） 質問教室 

 

９月３日（金）は，次週の定期テストに向け

た質問教室でした。今回も多くの生徒が積極的

に参加しました。個別に質問し自分の課題を解

決し，残された日数の効率的な勉強方法を学

び，テスト当日に備えていました。 

定期テストが終わった後も，今後の学習に大

いに役立つ時間でした。 

 

８月３１日（火） 県・市中学校教育研究協議会 英語科 公開授業 

 

８月３１日（火）に，県・市中学校教育研究

協議会の英語科公開授業が行われました。当日

は新潟市内外から多くの英語科の先生方が来校

されました。２年生 B組の生徒たちは，タブレ

ットを活用し，聞き手に分かりやすいスピーチ

で，将来の夢を発表する授業を通して，英語力

を高めていました。 

 

８月２４日（火） 授業再開 全校集会 

 

８月２４日（火）から授業が再開しました。

夏休み中に１階教室棟とランチルームが整備さ

れました。新鮮な気持ちで一人一人の決意と目

標が達成されるよう，充実した学校生活をスタ

ートさせてほしいと思います。初日の授業で

は，９月の定期テストに向けて集中して学習に

取り組んでいました。 

 



８月１６日（月） 吹奏楽部 夕日コンサート 

 

８月１６日（月）に吹奏楽部が夕日コンサー

トを行いました。美しい音色と豊富なレパート

リーで，多くの人の心に感動を与える素晴らし

いコンサートでした。夏の夕日と涼しい自然の

風を感じながら音楽を聴き，とても有意義な時

間でした。 

 

 

７月２６日（月） 夏季休業スタート 教室棟校舎 大規模改修工事 

 

７月２６日（月），夏季休業のスタートです。ど

の部活動も，次の大会に向けて熱心に活動してい

ます。いよいよ中学校教室棟校舎とランチルーム

の大規模改修工事がスタートしました。夏休み明

けには徐々に整備される新鮮な学習環境での学

校生活が再開します。 

 

 

７月２１日（水） 全校集会  

 

７月２１日（水）に全校集会を実施しまし

た。熱中症や水の事故,交通事故に留意し，一人

一人が充実した夏休みを過ごしましょう。部活

動や体育祭準備，高校のオープンスクール等，

各自の計画に基づき，やりがいのある夏休みに

してほしいと願っています。 

 

 

７月１９日（月） 第１学年 避難所運営学習 

 

７月１９日（月）に第１学年で避難所運営学

習を実施しました。西蒲区社会福祉協議会の皆

様を講師にお迎えし，当校が避難所になった場

合を想定し，避難所ボランティアの活動に対す

る意義と実践を深めた授業でした。 

 

 



７月８日（木） 第２回コミュニティ・スクール「学校運営協議会」 

 

７月８日（木），第２回学校運営協議会を小中

合同で開催しました。学校経営方針及び「小中

一貫した教育」について，地域と学校で一層の

理解を深めた会でした。後半はメディアや iPad

の適正な利用についてファシリテーションを実

施し，活発な協議と発表が行われました。 

 

 

７月１日（木） 高等学校説明会 

 

７月１日（木）に高等学校説明会を実施しま

した。３年生の進路選択において，具体的な情

報を学ぶ貴重な会です。各高等学校から直接，

詳細な説明をお聞きすることで進路選択の意識

を，一段と高めることができました。ご来校い

ただいた保護者の皆様，ありがとうございまし

た。 

 

６月２８日（月） 弁当の日 

 

６月２８日（月），第１回弁当の日でした。当

日は保護者の皆様に多くのご支援をいただき，

ありがとうございました。シートを使った事後

学習では，栄養素の量や，６種類の栄養バラン

スをはじめとした振り返りを真剣に行い，食の

学びを深めていました。 

 

 

６月２５日（金） 第２学年 救急救命講習 

 

６月２５日（金），第２学年で救急救命講習を

実施しました。学校内の AED設置場所の確認，

AEDの取り扱い方の学習を全員実施しました。緊

急時の人命救助について，中学生ができること

を進んで担い，社会に貢献する生徒の育成がね

らいです。 

 



６月１８日（金） 市中学校体育大会 激励会 

 

６月１８日（金），市中学校体育大会励会を行い

ました。大会に向けた力強い決意を胸に，今まで

の練習の成果をすべて発揮し，全力で戦い抜いて

ほしいと思います。 

 

６月１８日（金） 進路学習会 

 

第３学年を対象にした進路学習会が，５月１

９日（水）に行われました。最新の進路情報や

体験入学・オープンスクールで学んだことを，

自己の進路選択に生かしてほしいと思います。

多数の保護者の皆様にご来校いただき，ありが

とうございました。 

 

 

６月１１日（金） 避難訓練 

 

６月１１日（金），大規模な地震発生を想定し

た避難訓練を行いました。避難訓練の意義と，

特に３年生は消火器体験を行い，いざという時

に備えた消火器の取り扱い方を学びました。防

災意識を高め，災害発生時に迅速で適切な行動

の育成を目的としています。 

 

 

６月１０日（木） 第３学年 租税教室 

 

第３学年を対象に，６月１０日（木）租税教

室が行われました。社会科の公民の授業の一環

として，講師に税理士会 巻支部 高頭日出夫 

様をお迎えし，講義をいただきました。国や地

方公共団体の財政を支える税の意義や役割につ

いて，正しい理解を深めることがねらいです。 

 

 



６月４日（金） 球技大会 

 

６月４日（金），球技大会を実施しました。今

回の種目はドッジボールでした。優勝は，男女

とも３年２組でした。３学年委員会が中心とな

り主体的に運営してくれました。新しい学年・

学級で，一つの行事に全力で取り組み，一体

感・充実感を得た楽しい行事でした。 

 

６月３日（木） 離任式 

 

６月３日（木），美術の山田祐二先生が離任さ

れました。潟東中学校の生徒は説明をよく理解

し，それを土台として自分のアイディアを工夫

しながら，豊かな発想で作品を創作する力があ

ると褒めていただきました。山田先生の一層の

ご活躍をお祈り申し上げます。 

 

６月２日（水）３日（木） 前期中間テスト 

 

６月２日（水），３日（木）の二日間，前期中

間テストを行いました。事前の質問教室にも多

くの生徒が参加し，テスト前の準備を進めてい

ました。 

当日はチャイムの音が響き渡り，校舎内は静

寂の空気に包まれ，まさに勉強一色の二日間で

した。 

 

５月２４日（月） 第１回コミュニィ・スクール「学校運営協議会」 

 

５月２４日（月），第１回学校運営協議会を行

いました。全校生徒を対象に，講演会「潟東の

未来に向けて」を実施しました。寄居中学校 

佐々木 忠洋様，潟東地域コミュニティ協議会会

長 佐藤 正昭様を講師にお迎えし，ご講演をい

ただきました。 

学校・地域とともに未来をたくましく生き抜

く生徒の実現に向け,進んでいきます。 

 



５月１９日（水） 第１回 生徒総会 

 

第１回生徒総会が５月１９日（水）に行われ

ました。コロナ禍のため，生徒会本部がタブレ

ットを有効に活用し，ランチルームからリモー

トで全教室に発信しました。今年度は専門委員

会の数を精選し，新たな活動内容に改革するな

ど，学校のためになる新鮮な取組がスタートし

ています。 

 

５月１４日（金） 第３学年 防災学習 

 

５月１４日（金），第３学年が防災学習を実施

しました。地域の防災士 青柳 麻紀 様，地

域教育推進課の皆様の指導を受けながら，避難

所体験や災害発生時の食事について学びまし

た。家庭や地域と連携し，地域の防災に貢献で

きる力を高めてほしいと願っています。 

 

 

５月１４日（金） 第１，２学年 体験活動の日 

 

第１，２学年が５月１４日（金），体験活動を

実施しました。第１学年は新潟市自然科学館等

をはじめとした校外学習，第２学年は小グルー

プでの高等学校調べ学習（キャリア教育）で

す。帰校後は，事後学習に力を入れて成果をま

とめ，今後の学びに生かします。 

 

 

４月２１日（水） 潟東中メッセンジャー 任命式 

 

潟東中メッセンジャーは，学校からの文書を

地域の皆様に届けるとともに，笑顔と挨拶と元

気な姿を合わせてお届けし，学校と地域との絆

を深める役割を担います。地域の皆様，どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 



４月１５日（木）１６日（金） 第３学年 修学旅行 

 

第３学年が４月１５日（木）１６日（金）の

２日間，山形・庄内方面に修学旅行に行ってき

ました。満開の桜と好天に恵まれ，訪問先での

多くの学習と思い出が残りました。ご支援いた

だいた保護者の皆様，ありがとうございまし

た。 

 

 

４月８日（木） 第１学年 交通安全教室 

 

４月８日（木），第１学年を対象に交通安全教

室を実施しました。西蒲区役所総務課 西岡

様，交通安全指導係４名の皆様をお迎えし，丁

寧なご指導をいただきました。安全な登下校の

ため，自転車通学の正しい交通ルールと交通マ

ナーの実践を習慣付け，自転車事故防止の徹底

を図ることがねらいです。 

 

４月８日（木） 生徒会入会式 

 

４月８日（木）午後，生徒会入会式が行われ

ました。生徒会の一員として，潟東中学校の伝

統を継承しつつ，新しい風を入れながら全校生

徒が一体となって学校生活を築き上げるスター

トの日です。後半は部活動紹介が行われ，新入

生は上級生が創意工夫をし，部活動の魅力を

堂々と伝える姿に目を輝かせていました。 

 

４月７日（水） 入学式 

 

４月７日（水），入学式を挙行いたしました。４

２名の新入生を迎え，多くの保護者の皆様からご

臨席を賜り，中学校生活への門出を祝福していた

だきました。ありがとうございました。満開の桜

がとても美しい一日でした。 



４月７日（水） 新任式・始業式 

 

４月７日（水），新任式・始業式を行いまし

た。次の職員が着任しました。よろしくお願い

いたします。 

関﨑 尚史 技術・数学 月潟中学校より 

安井 弘恵 英語 新津第五中学校より 

大橋 陽典 社会 新津第五中学校より 

齋藤 聡 保健体育 新採用 

須藤 夏江 保健主事 赤塚中学校より 

齋藤のぞみ 図書館教育 臼井中学校より 
 

 


