
潟東中学校ニュース 

新潟市立潟東中学校 

２月１７日(金) 生徒総会・新旧引継式・三送会 

 今年度の活動を振り返り、成果と課題を明らか

にして、来年度の活動につなげるための意義の

ある会を行うことができました。これまで潟東

中生徒会を引っ張ってくれた３年生の皆さん、

お疲れ様でした。生徒総会・新旧引継会の後、

新生徒会本部の企画による「三送会」が催され

ました。新生徒会の皆さん、１年間よろしくお

願いします。 

２月７日(火) 入学説明会 

 

令和５年度の新入生と保護者を対象に、入学説

明会を実施しました。新入学予定の児童から、

中学校の授業を参観してもらい、入学に必要な

手続き等の説明の後、西蒲警察署生活安全課長

をお招きし、親子で「SNS講演会」を聴いてい

ただきました。４月から潟東中の新しい仲間と

なります。１・２年生の皆さんは、先輩とし

て、新入生を温かく迎えてください。 

１月３１日(水) 第４回学校運営協議会 

 今年度の振り返りと、来年度の学校運営方針に

ついて熟議しました。委員の皆様からは、中学

校と地域とのつながりを一層強いものにするた

めの取組について、ご意見が出されました。今

後とも、地域とともにある学校を目指し、生徒

が夢や目標をもち、充実した学校生活が送れる

よう、学校・地域・保護者が一体となって、取

り組んでまいります。 

  



１月２５日(水) 新生徒会本部役員・専門委員長 委嘱式 

 
生徒朝会で、新生徒会長から、新本部役員・専

門委員長にそれぞれ委嘱状が手渡されました。

委嘱状を受け取った新本部役員・専門委員長か

らは、力強い決意表明がありました。 

これまで潟東中学校生徒会を引っ張ってきてく

れた３年生の皆さん、１年間大変お疲れ様でし

た。新旧引継会は、２月１７日(金)の生徒総会

の際に行われます。 

１２月２１日(水) 球技大会 

 

今回の種目は「ドッヂボール」。男女別に、学

年を超えて総当たり戦を行い、男女とも白熱の

戦いが繰り広げられました。途中で、ボールが

２個に増えたり、相手を全滅させるとボーナス

ポイントがもらえたりと、みんなが楽しめて、

やる気が出る工夫がされていました。３学年委

員会の皆さん、ありがとうございました。 

 

１２月１６日(金) 生徒会役員選挙 

 

令和５年度の生徒会三役を決めるため、立会演

説会と投開票が行われました。３名の候補者か

らは、来年度の潟東中学校を引っ張っていくリ

ーダーとしての力強いビジョンが語られまし

た。立会演説会の後、投開票が行われ、３名と

も「信任」されました。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。 

１２月１４日(水) 生徒朝会：全校レクリエーション『逃歩中』 

 生徒会本部の企画で、ＴＶの人気番組「逃走

中」ならぬ『逃歩中』が行われました。ねらい

は「学年の垣根を越え、仲の良さを深めるた

め」というもの。校舎内全域で、ビブスを付け

たハンターから「走らずに」逃げ切るゲームで

す。途中、いくつかのミッションが設定され、

クリアするために果敢にチャレンジする姿も見

られました。 

  



１２月１３日(火) 小中合同避難訓練 

 潟東小学校と一緒の校舎で学校生活を送る「小

中併設校」。火災や地震など、いざという時

は、小中学生が一緒に避難することになります

ので、昨年度から「小中合同避難訓練」を実施

しています。今回は、火災が発生したという想

定で行いました。小学生、中学生ともに、落ち

着いて避難行動をすることができました。訓練

後は、小中合同の地区別集会を行いました。 

１２月６日(火) 【図書館活用推進活動】「絵本の読み聞かせ」 

 

中学校の図書委員が、潟東小学校１年生を対象

として「絵本の読み聞かせ」活動を行いまし

た。今年度、潟東小学校と中学校は「図書館活

用推進校」に指定されており、その一環とし

て、今回の活動を行いました。 

図書委員長が中心となり、図書委員が１０班に

分かれて、それぞれ選んだ絵本を読み聞かせま

した。小学生は、静かに話を聞いたり、夢中に

なって絵を指さしたりして、短い時間でした

が、楽しく過ごすことができました。小学生の

感想は、どれも「楽しかった」「面白かった」

というものばかりでした。図書委員会の皆さ

ん、司書さん、ありがとうございました。 

１１月２２日(火) 明風祭  

 生活改善プロジェクトを受けて、「明風祭」を

開催しました。生徒会を中心に生徒自身が企

画・準備・運営から仲間と協力して、創り上げ

ました。短時間ではあり

ましたが、当日は笑

顔があふれる楽しい

行事となりました。 

 

  



１１月１日(火)～１０日(木) 生徒会生活改善プロジェクト 

. 

委員会名 プロジェクト 

生徒会本部 家庭学習時間 UP 

生活委員会 活発なあいさつ 

給食委員会 黙 食 

保健委員会 歯磨き・手洗い 

図書委員会 時間を守ろう 

情報委員会 正しい iPad 使用 

学年委員会 きちんとした服装 

明風祭の実現に向けて、各専門委員会が“生徒

一人一人が自他の学校生活を振り返り、生活改

善に取り組む企画”を実施することで、潟東中

学校の良き伝統を後輩に引き継いでいける学校

を作る取組が行われました。取組を通して全校

生徒の生活改善に対する意識が高まり、各プロ

ジェクトの達成率は、概ね８割から９割以上と

なりました。 

１１月２１日(月) 第２回弁当の日 

 今年度第２回目の「弁当の日」を行いました。

今回も、潟東小学校の木村香奈子栄養教諭から

お弁当づくりについて指導していただきまし

た。『食は、命の源』という言葉通り、私たち

が生きることと食べることは、イコールの関係

にあるといっても良いのかもしれません。健康

な生活を考える上で、良いきっかけにしてほし

いと思います。 

１１月１７日(木) ３年生進路説明会 

 
３年生の生徒と保護者を対象に、「令和５年度 

高校入試」に関する説明会が行われました。進

路指導主事の保倉教諭から、資料に基づいて、

公立高校・私立高校の入試の仕組みや校内事務

処理のことなどについて説明がありました。自

己の進路実現に向けて、具体的な流れを学ぶ機

会となりました。 

 

１１月１６日(水) 人権教育・同和教育講演会 

 ナマラ・エンターテイメント 森下 英矢 様を

お招きして、人権教育・同和教育講演会「人に

やさしく」を開催しました。便利なツールとし

て、誰もが簡単に利用している「SNS」を安易

な気持ち、ふざけ半分で利用してしまうと、将

来の仕事にも大きな影響を及ぼすというお話に

は、生徒たちも驚いた様子でした。 

 

  



１０月２７日(木) 第３回学校運営協議会 

 
今回は、前期の学校評価結果に基づき、来年度

の学校運営について、様々な視点で話し合いま

した。普段の授業を始め、学校行事の状況、部

活動の地域移行、学校のきまりについてなど、

多岐にわたる話題で、熟議と意見交換が行わ

れ、有意義な意見が出されました。 

 

 

１０月２５日(火)～２８日(金) 小中合同あいさつ運動 

 コロナ禍で２年間できなかった「小中合同あい

さつ運動」が行われました。肌寒くなってきま

したが、それぞれ小学校と中学校の玄関付近

で、生活委員が「おはようございます」の爽や

かな声を響かせていました。 

 

 

 

１０月２３日(日) 合唱発表会 

 
西川多目的ホールを会場に、合唱発表会が行わ

れました。生徒たちは、日頃の練習を積み重ね

てきた成果を存分に発揮してくれました。あい

にくの天候ではありましたが、多くの保護者の

皆様、ご来賓の皆様からご来場をいただきまし

た。感謝申し上げます。 

 

 

１０月７日（金） 前期終業式 

 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４日(火)・５日(水) 秋の体験学習 

 １年:職場訪問、２年:職場体験学習、３年:上

級学校訪問を行いました。１、３年生は５日の

み、２年生は２日間行いました。どの学年も、

事故や怪我がなく、貴重な体験を通して充実し

た学習ができました。事後学習では、学んだこ

とや考えたことをきちんとまとめ、今後の自己

のキャリアアップに役立ていきます。 

 

９月２６日(月) 授業参観＆新人大会激励会 

  

 

 

 

 

 

 

 

９月２１日(水) スクール・サポート・スタッフが着任しました 

 
９月２１日（水）から、稲熊喜代美（いなぐま 

きよみ）先生が、新しいスクール・サポート・

スタッフとして着任しました。感染症対策のた

めの消毒作業など、生徒の皆さんを陰で支える

お仕事を担っていただきます。 

 

 

 

９月１７日(土) 体育祭 

 １７日（土）、さわやかな秋空の下、体育祭を

実施することができました。スローガン「不撓

不屈 ～ insatiable spirit ～」のもと、青連

合、黄連合ともに生徒たちの主体的な取組によ

り、すばらしい体育祭となりました。また、競

技や創意工夫の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６日（火）・７日（水） 前期期末テスト 

 
９月６日（火）～７日（水）、前期期末テスト

を実施しました。２、３年生の教室は夏の改修

工事が終わり、真新しい教室で真剣に問題に向

かっていました。また、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。 

 

 

７月２５日（月） 夏季休業スタート 教室棟校舎 大規模改修工事 

 
７月２５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。教室棟校舎（２、３階）の大規模改修工

事（２年目）がスタートしました。夏休み明けに

は、新た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２２日(金) スクール・サポート・スタッフが離任します 

 

４月から、新型コロナ感染症対策の消毒作業や

活動のサポートをしてくださった、赤坂 巌さ

んが７月２２日(金)で離任することになりまし

た。これまで４ヶ月間、潟東中学校の生徒・教

職員のために、大変ご尽力いただきました。心

より感謝いたします。新天地でのご活躍をお祈

りしています。 

 

７月８日(金) 第２回学校運営協議会（小中合同会） 

 年に１度の小中合同会として、第１部は「小中

一貫した教育推進会議」「地域連携協議会」「地

域と学校パートナーシップ推進会議」を併せて

実施しました。第２部は「部活動の段階的な地

域移行」に向けてファシリテーションを行いま

した。学校･保護者･地域の各立場で、現状の問

題点を分析し、将来を見据えた建設的な意見交

換を行うことができました。 

  



７月１日（金） １年生避難所運営ＨＵＧゲーム 

 
1年生は防災学習として、「避難所運営 HUGゲ

ーム」を行いました。「HUG」とは、「避難者を

優しく受け入れる」といったイメージと重ね合

わせて名付けられた活動です。NPO法人「ふる

さと未来創造堂」の方から、分かりやすくレク

チャーしていただきました。楽しくゲームをす

るとともに、避難所運営の大変さや大切さを学

ぶ良い機会にすることができました。 

６月３０日（木） 社会を明るくする運動 公開ケース研究会 

 新潟西蒲・南地区保護司会が主管する「社会を

明るくする運動 第 27回公開ケース研究会」が

当校を会場に行われました。今年のテーマは、

『生きづらさ』。参加した３年生はビデオ視聴

をしたのち、グループディスカッションを行い

ました。さすが３年生です。和気藹々とした雰

囲気の中でも、テーマの核心をついた話し合い

をしていました。 

６月２９日（水） 球技大会 

 １年生と３年生は、それぞれ３チームずつに分

かれ、２年生は各クラス２チーム編成のトーナ

メントで、男女別にバスケットボールを行いま

した。試合を待つチームは、冷房の効いた教室

で水分補給とクールダウンをし、試合中はマス

クを外して行うなど、熱中症対策と感染症対策

を講じました。学年の上下関係なく、白熱した

試合が展開されました。 

６月２８日（火） ２年生ＡＥＤ講習会 

 防災学習カリキュラムとして、２年生が心肺蘇

生法（胸骨圧迫と AEDの使い方）を学習しまし

た。地域教育コーディネーターの石井さんと小

千田先生が講師になり、ビデオ視聴を交えなが

ら２時間にわたって講習を受けました。いざと

いう時に役立つ学習となりました。 

 

 

  



６月２２日（水） 避難訓練 

 今回は「地震発生」を想定した訓練をしまし

た。また、新潟県に一台しかない「起震車」

(地震体験車)に来てもらい、震度５強以上の地

震動体験を行いました。最後に、３年生は、訓

練用消火器を使った模擬消火体験をしました。

短時間でしたが、いざという時に役立つ訓練が

できました。 

 

６月１５日（水） 新潟市中学校体育大会 激励会 

 
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。チームの仲間と心を一つに、自分の精一

杯を出し切れる、最高の大会にしましょう。 

 

 

 

６月１５日（水） 授業参観 

 
コロナ禍のため、しばらく中止していた「授業

参観」を、市内大会激励会にあわせて行いまし

た。１・３年生は、人数が多いため、密を避け

るために広い場所に移動して授業しました。 

３年生は、これに合わせて「進路学習会」を実

施しました。令和５年度入試(公立・私立)の仕

組みや流れについて、親子で聞く良い機会とな

りました。 

６月１３日(月) 第１回「弁当の日」 

 
みんなで、おいしいお弁当を食べました。 

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。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

を行い、食の学びを深めていました。 

「食べることは生きること」です。今後に活か

しましょう。 

 

  



６月７日（火） 第１回潟東地区教職員協議会 

 
潟東小・中学校の教職員が集まり、年２回「潟

東地区教職員協議会」が行われています。これ

まで、コロナ禍の影響があり中止していた授業

参観を実施し、小学校の先生方から、中学生と

して成長した姿を見ていただくことができまし

た。 

 

 

６月２日（木）・３日（金） 前期中間テスト 

 
１年生にとっては、初めての定期テストでし

た。点数だけを見て、一喜一憂するのではな

く、必ず『間違った問題の解き直し』をするよ

うに心掛けてください。自己分析を行い、「解

き直し学習」を行うことがとても大切です。

「テストが返却された時から、次のテストが始

まっている」というモチベーションをもって、

毎日の授業や家庭学習を大切にしてください。 

５月２５日（水） 第１回生徒総会 

 
今年度も感染症対策として、リモートでの開催

となりました。生徒会本部を中心に、スムーズ

に進行し、今年度のスローガンを『千射万箭～

踏み出せ潟中の頂へ～』と定めました。生徒会

役員と会員である全校生徒の皆さんが、同じ目

的を達成させるために、協働していってくれる

ことを願っています。 

 

５月２４日（火） 第１回コミュニィ・スクール「学校運営協議会」 

 

昨年度、当校は新潟市からモデル校の指定を受

け、他校に先駆けて取組を進めてきました。当

日は、当校学校運営協議会会長 ■■ ■■ 様

が進行役となり、熟議がおこなわれました。途

中、授業参観を行い、日頃の生徒の様子を見て

いただくよい機会となりました。 

 

 

  



５月１８日（水） 第３学年 防災学習 

 地域の防災士をメイン講師として、西蒲区役所

地域総務課、西蒲区社会福祉協議会、ＮＨＫ新

潟放送局(AR体験操作の指導)など、多くの方か

ら活動をサポートしてくださいました。講義後、

ＡＲ体験、避難所体験を行い、とても有意義な

時間を過ごすことができました。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１８日（水） 第１、２学年 体験活動の日 

 快晴のもと、１年生は「いくとぴあ食花→(ウ

ォークラリー)→県立自然科学館」、２年生は、

班別になって「市内の高校と施設の訪問」を、

それぞれ行いました。今後、事後学習に力を入

れて成果をまとめ、その後の学びに生かしてい

きます。 

 

 

４月２５（月）２６日（火） 第３学年 修学旅行 

 上越・中越方面に修学旅行に行ってきました。

『千載一遇』～最高の思い出と学びを～ のス

ローガンのもと、たくさんの学びと素晴らしい

思い出が残りました。特に、生徒の時間感覚、

マナー・ルールに対する意識が高かったことに

感心しました。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２０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。今年度は２７人が大役

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１２日（火） 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。警察官や交通安全指導員をお

迎えし、自転車の安全な乗り方などについて、

丁寧なご指導をいただきました。登下校時だけ

でなく、普段の運転にも十分な注意を払い、被

害者にも加害者にもならないよう交通ルールの

遵守をお願いします。 

 

４月８日（金） 生徒会入会式 

 ４月８日（金）午後、生徒会入会式が行われま

した。初めて全校生徒が一堂に会しての行事と

なりました。生徒会本部・各委員会の活動紹介

では、タブレットを巧みに使いこなして分かり

やすい説明がされました。また、部活動紹介で

は、各部が工夫を凝らして魅力を伝え、新

入生は目を輝かせていました。 

 

４月７日（木） 入学式 

 ４月７日（木）、入学式を挙行いたしました。

３９名の新入生を迎え、ＰＴＡ会長をはじめと

するご来賓の皆様と多くの保護者の皆様からご

臨席を賜り、花を添えていただきました。心よ

り感謝申し上げます。新入生は緊張した中にも

新たな決意を胸に、中学校生活のスタートを切

りました。 

 

４月７日（木） 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。 

小田 一郎 校長 赤塚中学校より 

新田 美緒 数学 小合中学校より 

石崎まどか 音楽 潤徳小学校より 

杉崎 貞雄 事務職員 白根第一中学校より 

樋口 良樹 用務員 臼井小学校より 

赤坂  巌 スクール・サポート・スタッフ 弥彦小学校より 
 

 


