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＜校長先生の言葉＞ 

校長 渡邊 宏之 

  

今年度も昨年度に続き、新型コロナウィルス感染防止のために、時差登校や、マスクの

着用、換気、こまめな手洗い、給食時の黙配・黙食など、いろいろな制約の中での学校生

活でした。 

その中で、３年生は秋に延期したうえでの修学旅行を行うことができ、仲間とともにと

ても貴重な思い出作りができたのではないでしょうか。１，２年生の皆さんは延期や制限

はありましたが校外学習を実施することができ、班活動を通して、友情を深められたので

はないかと思います。また昨年同様の形式で行われた 11 月の運動会では、学年種目を増や

すことができ、競技を観ている我々教員や保護者の皆様に、クラスの団結と行事に取り組

む熱意を届けてくれました。そして、10 月の文化発表会や、12 月の立志式では、ギャラ

リーも活用して、全校生徒が体育館に集まり、全員で行事に参加することができました。 

さらに、生徒会本部を中心としたあいさつ運動をなど、各委員会の活動も創意工夫しな

がら、様々な実践に取り組み、部活動も制限のある練習時間や環境の中で熱心に努力し、

素晴らしい成果を収めたのではないかと思います。 駒中全体として創意工夫があり、新

たな取り組みにチャレンジできた年だったのではないでしょうか。 

様々な苦難を乗り越えてきたことに自信をもち、今後も駒中生としての誇りを胸に生活

してほしいと思います。  
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＜生徒会長の言葉＞ 

 

私の生徒会長としての目標は「楽しく快適に過ごせる学校」を作るために考え行動するこ

とです。新型コロナウイルスの影響があり、今もまだ思うように行事や部活動ができない状

況にあります。そんな中でも悲観的に考えず、物事に対して見方を変えてみたりポジティブ

に考えたりして、楽しく快適な環境にしていきたいと思いました。 

去年の生徒会本部は「駒形 SNS ルール」というものをつくったり、あいさつを活性化さ

せるためにあいさつボランティアや Hello Week を行ったりしていました。私たちはその

ような活動を引き継ぎながら、学校と生徒をつなげていけるよう頑張っていきます。 

生徒会はこの駒形中学校に在籍している生徒全員で組織しているものです。生徒会本部で

は『学校全体が 1 つになってより良い学校をつくっていけるように』という意味と、『ひと

りはみんなのために、みんなはひとりのためにできることがある』という意識をもってもら

うために「One  for  All All  for  One」という目標を掲げました。より良い学校をつく

っていくためには、実際に生活している生徒の感じたことや意見が必要になってきます。み

なさんの意見や提案で今以上に学校がよりよくなるかもしれません。人は、みんなのために、

学校のためにできることはいくつでもあります。小さな事でもいいので遠慮せず、意見を言

ってくれると嬉しいです。 

私たちが行っている活動は朝のあいさつ運動、生徒会新聞の発行、中央委員会での司会進

行、行事の準備、あいさつボランティアの募集です。校長先生と生徒会での面談も行い、最

近の生徒会活動や意見箱に入っていた意見についてなど前向きに話をしています。また、新

型コロナウイルスの影響で今までできていなかった地域清掃も行っていこうと思っていま

す。学校だけでなく学校周辺もきれいにして気持ちよく生活できるようにしていきたいです。 

生徒会での取り組みはすべてが目に見えて成果に出るものではありませんが、中途半端な

ところで終わらせたくはありません。その為にはこれからの努力はもちろん皆さんの協力が

必要です。これからも精一杯取り組みますので、よろしくお願いします。 
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＜学校行事等＞ 

２０２１（令和３）年度 

※学年行事は、それぞれの学年カラーで表しています（無色は複数学年共通） 

◎１学期 

月 第１学年 第２学年 第３学年 生徒会活動 

４ 

月 

入学式 始業式 始業式 

入学式 

新入生歓迎会 

土曜公開授業① 

離任式 

５ 

月 

第１回定期考査 

任命式 

生徒総会 

土曜公開授業② 

部活動始 
霧ヶ峰移動教室 

(中止) 
全国学力調査 

６ 

月 

学校公開週間 

CATV 第 2 回定期考査 

アンガーマネジメント講演会 

７ 

月 

土曜公開授業③ 

終業式 

駒中まつり（中止） 

 音楽鑑賞教室  

三者面談 

終業式 

夏休

み 

林間学園（中止） 
 

夏休み補充教室 
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◎２学期 

月 第１学年 第２学年 第３学年 生徒会活動 

９ 

月 

土曜公開授業④ 

道徳授業地区公開講座 
始業式 

生徒会選挙 

 

第 3 回定期考査 

 職業講演会  

生徒会選挙 

１０ 

 

月 

土曜公開授業⑤ 

文化発表会 
後期委員会 

任命式 
校外学習 

(上野公園) 

校外学習 

(職業体験施設) 
修学旅行 

後期委員会任命式 

１１ 

月 

運動会 

（午前：２,３年、午後：１年） 
 

土曜公開授業⑥ 

第４回定期考査 

１２ 

月 

土曜公開授業⑦ 

立志式(２年) 
終業式 

三者面談 

終業式 
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◎３学期 

月 第１学年 第２学年 第３学年 生徒会活動 

１ 

月 

始業式 

始業式 

中学生サミット 

土曜公開授業⑧ 

学習展覧会 

  都立高校推薦入試 

２ 

月 

都内巡り  都立高校一般入試 

 
第５回定期考査 

３ 

月 

土曜公開授業⑨ 

三送会 

卒業式 

修了式 

 鎌倉校外学習 校外学習 

三送会 

謝恩の会 

球技大会（学年別） 

修了式 卒業式 
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〇 生 徒 会 活 動 報 告 〇 

＜生徒会本部＞ 

今年のスローガンは「One for All All for One」です。このスローガンをもとに、一人はみ

んなのためにみんなは一人のために協力し合えるような学校づくりに取り組んでいます。 

 生徒会では先輩後輩関係なくあいさつが飛び交う明るい学校づくりを目指し、毎朝、各学

年の階段の踊り場にて、あいさつ運動を行ってきました。これにより、生徒一人一人のあい

さつへの意識が高まってきたように感じました。 

 中央委員会では、各委員会で決まったことやほかの委員会への質問、提案などについて話

し合っています。生徒会ではその内容を新聞に掲載し、発行しています。 

 私たち生徒会は、コロナ渦の影響で本来のような活動があまりできていません。しかし、

いま私たちができることを精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。 

 

＜１学年委員会＞ 

私たち一年生は、「新たな第一歩」を目標に一年間頑張ってきました。今年は、新型コロ

ナウイルスの影響で行事が中止になりましたが、少ない行事や日々の生活をとおしてたくさ

んのことを学ぶことができました。上野公園オリエンテーリングや都内巡りでは、時間を守

って行動することや班行動での動き方などを勉強し、それを日常生活で活かすことができま

した。日常生活では、入学当初よりも大きな声で挨拶ができるようになったり、給食の配膳

が早くなったりました。しかし、その中で改善できなかったこともありました。例えば、授

業態度がよくないときがあったり、廊下を走ったり大声を出したりするなど、意識していれ

ばできることができていませんでした。だから二年生では、今できなかったことが当たり前

にできるよう意識して行動したいと思います。そして、後輩に頼ってもらえる二年生になる

ために周りを見られるようにしていきたいです。 

 

＜２学年委員会＞ 

 二学年委員会の主な活動は、出席簿や連絡黒板の管理、チャイム着席等の呼びかけ、学年

集会の司会進行などです。月ごとの反省を生かし、どうすればよりよい学年にできるかを常

に考えて活動しています。     
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僕たち 2 学年は、コロナウイルスの影響により様々な行事が制限されたり、延期が続いて

開催が危ぶまれたりするなかで、今できることを全力で取り組んできました。立志式では、

一人ひとりが自分を見つめなおし、普段の生活や将来について考えることができました。合

唱では、はじめはバラバラで先が思いやられるような状況でしたが、練習を重ねていくうち

に「立志式を成功させたい」という思いが一つになり、２学年全体の絆が深まったように感

じました。 

成長とともに、もちろん反省点も生まれてくるので、学級委員を中心に呼びかけ、改善し

ていきたいです。最高学年として、駒形の顔となるにふさわしい学年にできるよう頑張って

いきます。 

 

＜３学年委員会＞ 

私たち３学年は「気づき、考え、行動しよう」を目標に３年間過ごしてきました。最高学

年となった今年、特に「自分から行動する」ということができるようになってきました。特

に実感したのが行事の準備です。今年はコロナの影響で大きな行事のほとんどが２学期に行

われました。全員が受験に向けて忙しい中、実行委員ではない人も多く協力していたことを

覚えています。ほかにも、朝勉強を教え合ったり、ふとした瞬間に気づかいができたりと誰

かのために行動できるところは３学年の長所です。全員が進路を決めるまで、自分ができる

ことを考え、互いに支え合っていきたいです。 

 ３年間のうち半分以上をコロナと共に過ごしてきました。普通のことができず、私たちの

姿を後輩に見せられなくなってしまったものもあります。それでもあと少し、３学年の姿を

駒中に残していきたいです。 

 

＜生活委員会＞ 

 生活委員会は、全校生徒の模範となり、生徒会、学年委員会などと協力し、学校の風紀を

守る委員会です。 

生活委員会の主な活動は、朝のあいさつ運動、ロッカーチェック、生活新聞ポスター作り

です。朝のあいさつ運動では、8：10 から週番の生活委員が生徒玄関に立ち、登校してくる

生徒にあいさつをする活動です。あいさつの駒形の名に恥じぬよう生活委員会中心にあいさ

つの輪を広げていきます。ロッカーチェックでは帰り学活の際、ロッカーの中が乱れていな
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いか、はみ出しているものがないかなど点検します。整理整頓のできていない生徒は注意を

し、直してもらいます。他にもクラスごと対策を立て、よりクラスがきれいになるようにし

ています。生活新聞ポスターは、身だしなみや、整理整頓などを呼びかけるためのもので、

生活委員が作成し校内に掲示しています。 

これからも生徒全員で明るくあいさつの飛び交う駒形を目指すための環境作りを徹底し

ていきます。ご協力お願いします。 

 

＜放送委員会＞ 

放送委員会の仕事は、３週間に１，２回程度と比較的少なめです。給食の時間に放送室へ

行き放送します。内容は主に３つあります。１つ目は、リクエスト CD を放送することで

す。２つ目は、栄養士の先生に用意していただいた給食に関係する説明や自分たちで準備し

たクイズやなぞなぞを放送することです。３つ目はリクエスト CD の呼びかけ、回収です。

放送委員会をよりよくするために月に１回委員会内でよかった点、悪かった点、今月の目標、

改善点を話し合っています。放送委員会の活動目標は駒形中学校の先生や生徒の皆さんに楽

しく聞き取りやすい放送を作ることです。そのために、放送で使用する機器の使い方、声の

出し方、原稿を読むスピードなどの細かいところまで話し合うこともありました。放送は 1

人で担当しますが、今年度は新たに上級生が下級生の担当の時に一緒に入り、仕事をサポー

トすることも実践しました。 

これからも委員全員で協力してよりよい放送を目指していきます。今後ともよろしくお願

いいたします。 

 

＜図書委員会＞ 

基本的に図書委員会は当番の日が 1 週間に１回程度あります。当番の日の仕事は、まず返

却ボックスを覗き本または新聞がないか確かめます。本がある場合は返却処理を、新聞があ

る場合は新しいと取り換えて古いほうを一階のごみ置き場に持っていきます。資料室に入っ

たらパソコンを立ち上げ探調 TOOL を開き、今日の日付と本の返却日のカードをセットし

ます。それが終了し次第図書室の来館人数をカウンターで測ります。あとは本を借りに来た

人や返却に来た人の対応をして、昼休み終了５分前になったら「本借りる人いませんか」と

確認し、閉館します。閉館した後はみんなが座っていた椅子をきれいに整頓し、資料室の鍵
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を閉め開館中のカードを裏返し閉館中にして図書室の鍵を閉めたら仕事終了です。 

図書室を快適に利用してもらえるように、日々の小さな仕事を大切にしています。学期に

一回ある読書週間にも力を入れています。 

 

＜保健給食委員会＞ 

保健給食委員会は、「駒形中の健康増進を目指し働きかけよう」、「充実した給食時間を過

ごすためにクラスに協力を呼びかけよう」を目標とし、学校の保健面や給食面をよりよくし

ていくために活動している委員会です。 

保健給食委員会では健康増進の意識を高めるため、保健給食レクチャーを実施しています。

保健給食レクチャーは毎月一回程度の頻度で行っており、その時期に流行している病気や保

健、給食に関係すること、健康に良いストレッチの方法などをクラスの前で説明、紹介しま

す。 

また、充実した給食時間を過ごしてもらうために「黙配 黙食」の徹底を目指しています。

しかし、各クラス二人の保健給食委員だけでは力不足なので、学年委員及びクラスの皆さん

にも自分から進んで「黙配 黙食」を心がけるなどして協力していただきたいと思います。

コロナ渦の中で楽しく給食時間を過ごすことができない状況ではありますが、新型コロナウ

イルス感染症対策にご協力お願いします。 

これからも様々な活動を通して、駒形中のさらなる健康の維持、増進を日々目指してまい

りますのでよろしくお願いします。 

 

＜環境委員会＞ 

環境委員会の今年の活動内容は 
 

・置き傘チェック           ・ポスター作成 

・置き勉チェック           ・掃除用具の管理 

・黒板消しクリーナー（金曜日のみ）  ・休み時間の教室換気 
 

置き傘チェックは雨が降った日の翌日などに確認をします。傘が持ち帰ってなかったりし

た場合、各クラスで帰りの会などで呼びかけをしています。それでも残っている場合は金曜

日に「貸し傘入れ」に入れています。 
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次に置き勉チェックは毎日帰りの会で机の中にものを置いて行ってないかを確認します。 

机の中は何もないのが良いため持って帰ってもらうかロッカーに入れてもらうように呼び

かけています。 

最後に黒板消しクリーナーについてです。クリーナーは金曜日の掃除後にクリーナーの中

の袋を取り出して、水道で洗い、月曜日の朝に取り付けています。そして水道で流した後は、

クリーナーの粉が水道にたまるため、水道の清掃も行っています。 

環境委員会ではこれら以外のことも行っていますが基本的にはこの 6 つの項目が主な活

動内容です。 

 

＜体育委員会＞ 

 体育委員会の活動の内容は、ボールの管理(昼休みのボールの貸し出し・空気入れ)、体育

の授業の号令・点呼、体育行事の運営などです。 

 体育行事の一つでもある運動会では、道具の準備や片付け、ラジオ体操のお手本、ゴール

テープ係、開会式や閉会式の整列などを行っています。もう一つの体育行事の球技大会では、

スポーツの企画や球技大会の進行をしています。 

 後期の活動をしていく中では、体育の授業や昼休みの際に、みなさんが安心して運動をで

きるようにします。そのために、不必要な接触は控えさせたり、運動後に手洗いやアルコー

ル消毒の呼びかけをしたりと感染リスクをできるだけ抑えられるような対策をしていきま

す。そして、体調を崩す人や病気にかかる人が少なくなるようにしていきます。 

 最後に、体育館や校庭でボールの空気が抜けていることに気が付いたら、体育委員の人に

声をかけてください。 

 皆さんが楽しく運動をできるように頑張りますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 
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〇 部 活 動 報 告 〇 

＜バスケットボール部＞ 

バスケットボール部は、男子 2 年 10 名・1 年 6 名の計 16 名・女子 2 年５名・1 年 5 名の

計 10 名で活動しています。 

私たちは「気配り」「考える」と、この 2 つを意識して一生懸命に取り組んでいます。 

部活動だけではなく、授業や日々の日常生活でも上記の 2 つを心がけて行動しています。 

男子は区大会で優勝し、53 地区大会で勝ち、都大会 3 回戦進出を目標にし、女子は区大

会で優勝し、53 地区大会で勝ち、都大会進出を目標としています。そのために基礎練習な

どの細かい練習も丁寧にそして、大切に取り組みそれぞれの目標を目指して一生懸命練習に

励んでいます。バスケットボールは習慣スポーツなので日々のひとつひとつの練習を大切に

して丁寧に取り組んでいます。 

私たちは日々いろいろな方々に支えてもらっています。そのため感謝の気持ちを忘れずに

行動をしていきます。今まで支えてもらったことをプレーで報い、先生方や地域の方々に応

援してもらえるような素晴らしいチームを目指して頑張ります。 

 

＜バドミントン部＞ 

 バドミントン部は、部員一人ひとりが「考えるバドミントン」を常に意識し、活動してい

ます。日々の練習は、アップから始まり、コートを素早く動けるようになるためのシャトル

置き、ステップ、フットワーク、基礎打ち、ゲーム練習などです。特に基礎練習はハードで

すが、自分が頑張った分、大会で良い結果を残せるので全員が真剣に取り組んでいます。ま

た、校内ランク戦では、自分の立ち位置や弱点が分かるとともに、仲間とアドバイスをし合

うことで、技術の向上に繋がっています。他にも、「ファイト！」と声を掛けながら練習す

ることで、部内の士気が高まり、活気ある部活になっています。私達の代は、コロナウイル

スの影響で、練習試合ができるようになったのも２年生になってからです。先輩方に比べ、

経験が浅いため、部員同士で技術、意識を高めあってきました。日々の練習が良い結果に繋

がり、区の新人大会では、男女ともに団体優勝、ブロック大会では、女子はベスト 8、男子

はベスト 4、都大会出場という快挙を成し遂げました。今の駒中バド部の勢いを止めず、さ

らに高みを目指していきます。 
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＜野球部＞ 

僕たち駒形野球部は 2 年生１２人１年生７人の計１９名で活動しています。 

都大会出場を目指して日々練習しています。 

活動日は月火木金「土」に練習していて、活動場所は主に駒形中の校庭（雨の場合はオー

プンスペース）で月に数回、台東区リバーサイドで活動しています。活動時間は夏は４時か

ら６時、冬は４時から５時３０分までです。（土曜日のリバーサイドの時は午後です。） 

活動内容はキャッチボール、ノック、バッティングなどです。（冬は少し走ります。） 

去年の成績は夏季第５ブロック大会優勝、東京都中学校野球選手権大会ベスト１６、秋季第

５ブロック大会準優勝です。 

この駒形中学野球部は文武両道のチームでとても良い雰囲気で活動していて、バッティン

グが良いチームになるために、練習内容はバッティングが多めです。とても丁寧に指導して

くれる部活動指導員の方や顧問の先生など、環境は整っていると思います。今年の夏も都大

会に出られるように頑張ります。応援よろしくお願いします。 

 

＜ソフトテニス部＞ 

ソフトテニス部は２年生男子６名、１年生男子８名女子５名の計１９名の部員で活動して

います。 

この部活は「都大会で一勝」を目標に日々練習に取り組んでいます。練習日は毎週月曜・

火曜・木曜・金曜・土曜日です。月曜・木曜日は第２校庭で基礎の一本打ちや前衛のボレー

練習、サービス練習などの練習を行っています。火曜・金曜・土曜日は第１校庭で基礎の練

習に加え、試合を考えた形式練習や試合などを行っています。 

私たちは日々の練習で「楽しく」をモットーにしています。先輩や後輩関係なく、練習で

気づいたことなどをアドバイスしあい、全員が上手になれるように工夫をしながら練習をし

ています。また、顧問の先生方は、部活動の指導だけでなく、授業態度や挨拶などの礼儀に

ついて大切にして指導してくださいます。だから部活動を通して、技術の向上とともに、礼

儀などの日々の学校生活を送る上で重要なことが、自分たちでしっかりできるように心がけ

ています。これからも真剣かつ楽しく部活動に取り組んでいきたいです。 
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＜女子バレーボール部＞ 

 私たち女子バレーボール部は 1 年生４名、２年生６名、3 年生７名の計１７名で活動して

います。 

 主な練習内容はサーブ、サーブカット、スパイク、乱打、フォーメンション練習などです。 

バレー部では、技術的なことはもちろんですが、その他のあいさつなどの基本的なことを練

習の時から意識するようにしています。例えば、先生にボールを渡すときには「お願いしま

す。」と言ったり、廊下ですれ違ったときには挨拶をしたり、体育館を出入りする際には「お

願いします。」「ありがとうございました。」とコートに向かって言わなければならなかった

りといろいろなルールがあります。 

それは、「元気で明るく当たり前のことを当たり前にできるチーム」を目標としているから

です。 

「元気で明るく」とは声をたくさん出し、雰囲気が良いという意味で「当たり前のことを

当たり前にできる」とは挨拶などの基本的なことができるということです。試合に勝つため

にも「元気で明るく当たり前のことを当たり前にできる」というのはとても大事だと思いま

す。私たちは今、ブロック大会出場を目指して頑張っているので応援よろしくお願いします。 

 

＜吹奏楽部＞ 

私たち吹奏楽部は、2 年生２０名、１年生５名で毎週月、火、木、金、土曜日に活動し

ています。今年はあいさつや返事をしっかりしようと目標に掲げ、日々頑張っています。

活動内容は音楽室でミーティングや合奏を行ったり、教室に分かれてパート練習をしたり

しています。また、少人数のチームに分けたセクション練では、基礎のこと、曲の合奏練

習などをしています。今後は自分たちで練習内容を工夫し、セクション練以外でも、パー

トの垣根を越えて練習をしていこうと思います。 

コロナ関係で大きな舞台が減ってしまいましたが私たちには、１つの目標があります。 

その目標とは、コンクールで金賞をとることです。来年度は人数が少ないので、いつもと

は違う東日本大会に挑戦します。音量、音程を合わせるにはいつもの基礎練、筋力トレー

ニングよりもステップアップしたものを取り入れていこうと思います。チームの団結力、

そして１人１人の意識、持っている力を最大限に伸ばして、良い演奏をお聞かせしようと

思います。これからも駒中吹奏楽部をよろしくお願いします。 
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＜美術工芸部＞ 

 美術工芸部の主な活動日は、月曜日、火曜日、木曜日です。文化部としては活動日が少し

多く考える人もいると思います。ですが、活動内容は、ほかの部活と比べると比較的自由が

多くなるので、自分でコツコツと絵を描きたい人や、だれかと協力して作る共同作品がやり

たい人にとってとてもいい部活動だと思います。また、美術工芸部の活動目標は協力すると

きはしっかり協力し、一人で作品を作るときは、自分の作品としっかり向き合う。という目

標で活動しています。ですが、まだ全員ができているわけではありません。 

これからは、できている人は継続してもらい、出来ていない人は部長、副部長から積極的

に注意していき、作った目標に少しでも近づけられるような部活動になるようにしたいと考

えています。部活動の人数は、1 年生男子３人、女子５人、２年生男子３人、女子９人計２

０人です。比較的男子の少ない部活動ではありますが、不自由なく部活動に参加できていま

す。男女かかわらず入部したいと考えている人は、ぜひ体験だけでも来てみてください。 

 

＜ボランティア部＞ 

ボランティア部では、毎年駒中まつりの参加や、ごみ拾い等校外での活動を行っていまし

たが、今年は新型コロナウイル感染対策のため、校内の活動を主に行っています。校内での

活動は主にフラワーアレンジメント、ガーデニングがあります。また、今年は折り紙をして

季節の飾りも作っています。フラワーアレンジメントでは、花の数、種類は制限があります

が、花の配置などは自分で決めて作っていきます。出来上がった作品はそれぞれの思いが込

められていて、魅力があります。またガーデニングでは野菜や植物を育てていますが、成長

するまでにたくさんの時間がかかります。その間、水やりを全員で協力して実施し、育てて

いるので収穫するときは達成感があります。 

今後もしばらくの間は校内美化活動に励み、みんなが気持ちよく過ごせるような環境を作

っていきます。 

充実した体験ができると思うので是非、ボランティア部の活動に参加してみてください。 
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＜演劇部＞ 

演劇部は主にストレッチ、発声、滑舌、エチュード(即興劇)を行います。一週間のうち火

曜日、木曜日、金曜日が活動日です。劇の発表が近くなると、練習日が増えます。ストレッ

チの内容は基本的に立位前屈、伸脚です。その他にも開脚や腹筋、背筋を使ったストレッチ

なども行います。ストレッチは、舞台上でスポットライトを浴びながら長時間演じるときに

疲れないように体力を向上させます。発声はあくび発声、Z 音、S 音発声などを練習します。

滑舌は、外郎売（ういろううり）を読むことや早口言葉を練習します。発声、滑舌をやる理

由は舞台に立った際、声がはっきり聞こえ、観客が聞きやすいようにするためです。エチュ

ード(即興劇)とはその名の通り場面設定や登場人物の設定をその場ですぐに考えて行う寸

劇です。想像力を広げる、表現力を身に付けることができます。 

演劇部は文化系の部活ですが頭や体も使います。部員も多くはないですが、協力し合い和

気あいあいと行っているので、興味のある方や自分に自信のない方もぜひ体験に来てくださ

い。 

 

＜陸上競技部＞ 

私たちが活動している陸上競技部は、主に月・火・木・金の放課後に練習しています。晴

れている日は校庭の奥にあるタータンで、走る基本のような動作をハードルやラダーを使っ

て練習しています。その基本の動作を外周で使えるようにしています。雨の日は主に、室内

でジョギングや体幹トレーニングを行い、筋力トレーニングをしています。 

大会に出場し、一人一人にあった目標に向かって頑張っています。また、部活動だけでな

く、勉強もして文武両道を目指しています。 

（出場している大会）「地域別大会(5･6 月)」「都大会(総体･通信)(7 月)」 

          「支部対抗大会(10 月)」「ロードレース大会(1 月)」 など 

 

※なお令和３年度から、「陸上競技部」の募集は停止しています。  
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          ＜部活動等表彰の記録＞ 令和４年１月８日時点 

〇 バスケットボール部 〇 

（男子） 

 台東区中学校バスケットボール夏季大会 準優勝 

 台東区中学校バスケットボール新人大会 準優勝 

（女子） 

 台東区中学校バスケットボール夏季大会 優勝 

 53 地区(台東区・中央区)決定戦大会 準優勝 

 台東区中学校バスケットボール新人大会 第３位 

〇 バドミントン部 〇 

（男子） 

 台東区中学校夏季バドミントン大会 団体戦 第２位 

     個人戦 シングルス 優勝・第３位 

     個人戦 ダブルス 第３位 

 バドミントン夏季 C ブロック大会 団体戦出場 

個人戦 シングルス ベスト８ 

 台東区中学校バドミントン新人大会 団体戦 優勝 

     個人戦 シングルス 優勝 

      ダブルス 優勝・第３位 

 東京都中学校バドミントン新人大会 C ブロック予選会 団体戦 第３位 

個人戦 ダブルス ベスト８ 

 東京都中学校バドミントン新人大会 男子団体戦出場 

（女子） 

 台東区中学校夏季バドミントン大会 団体戦出場 

 台東区中学校バドミントン新人大会 団体戦 優勝 

      個人戦 シングルス 優勝 

     個人戦 ダブルス 準優勝・第３位 

 東京都中学校バドミントン新人大会 C ブロック予選会 団体戦 ベスト１６ 

個人戦 シングルス ベスト８ 
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〇 野球部 〇 

 令和３年度東京都中学校野球夏季大会第５ブロック大会 優勝 

 令和３年度第６０回東京都中学校総合体育大会 

兼 第７４回東京都中学校野球選手権大会 ベスト１６ 

 令和３年度東京都中学校野球秋季大会第５ブロック大会 準優勝 

〇 ソフトテニス部 〇 

（男子） 

 第 74 回台東区中学校ソフトテニス夏季大会 個人戦の部 ベスト８ 

 令和３年度台東区中学校ソフトテニス秋季大会 団体戦の部 準優勝 

 令和３年度台東区中学校１年生ソフトテニス研修大会 準優勝・第３位 

（女子） 

 第 74 回台東区中学校ソフトテニス夏季大会 個人戦の部 第３位・ベスト８ 

       団体戦の部 準優勝 

 第 60 回東京都中学校総合体育大会・第 71 回東京都中学校ソフトテニス選手権 

団体戦出場 

 令和３年度台東区中学校ソフトテニス秋季大会 個人戦の部 準優勝・第３位 

         団体戦の部 優勝 

 第 65 回東京都中学校ソフトテニス新人大会 団体戦出場 

 令和３年度台東区中学校１年生ソフトテニス研修大会 優勝・準優勝 

〇 女子バレーボール部 〇 

 第７回 うぐいす杯 A リーグ 優勝 

〇 吹奏楽部 〇 

 令和３年度第 61 回東京都中学校吹奏楽コンクール A 組 銅賞 

〇 美術工芸部 〇 

 薬物乱用防止啓発ポスター 

 東京都薬物乱用防止推進台東地区協議会 会長賞 

〇 演劇部 〇 

 第４回江戸まちたいとう芸楽祭演劇「中高生ステージ」出場 
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※ 陸上競技 ※ （令和３年度より、「陸上競技部」は募集停止しております） 

 「第 72 回東京都中学校地域別陸上競技大会」 

  女子東部共通 200m 28 秒 28 

  女子東部共通 1500m 4 分 57 秒 92 

  男子東部共通 100m 13 秒 28 

  男子東部共通 200m 27 秒 11 

  女子東部１年 800m 2 分 55 秒 93 ２組９位（全体 27 位） 

  女子東部 2,3 年 800m 2 分 25 秒 34 １組４位（全体４位） 

  女子東部 2,3 年 100m 13 秒 31 10 組２位（全体 10 位） 

  男子東部１年 1500m ５分 33 秒 18 ２組８位（全体 35 位） 

 「第 60 回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会」 

  女子 3 年 100m 13 秒 23 １組５位（予選全体 25 位） 

  女子 2,3 年 800m 2 分 22 秒 43 ２組５位 

  女子共通 1500m 予選 ５分 00 秒 33 １組 10 位（全体 15 位） 

  女子共通 1500m 決勝 ４分 53 秒 85 第９位 

 「第 67 回全日本中学校通信陸上競技東京都大会」 

  女子３年 100m 13 秒 14 ６組３位（全体 26 位） 

  女子共通 1500m 4 分 58 秒 91 １組 14 位（全体 14 位） 

  女子 2,3 年 800m 2 分 28 秒 84 ２組３位（全体 23 位） 

 「第 74 回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会」 

  女子 1,2 年 800m 2 分 25 秒 50 5 組８位（全体８位） 
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＜編集後記＞ 

 

今年度も、無事に生徒会誌を発行することができました。 

私たち駒中生は、先生方や PTA 役員の方々、保護者の方々、地域の方々に支えられ充実

した日々を送っています。様々な方に支援されながら活動してきた結果を、今回初めて冊子

ではなく本校ホームページへの掲載としてまとめさせていただきました。この生徒会誌を通

して、１人でも多くの皆様に、駒形中学校の１年間の活動をお伝えできたらいいなと思いま

す。 

生徒の皆さんは生徒会誌を通じて、他の学年や部活動などの様子を知ることができたと思

います。そして、この生徒会誌でお互いのことを理解し、協力して快適な駒中生活を送れる

ようにしていきましょう。 

また、新入生の皆さん、今まで駒形中学校をつくってきた先輩たちの様子、少しでも分か

ってもらえたでしょうか？これからの学校生活の参考にしてください。 

最後になりましたが、駒形中学校「生徒会誌２０２２」をご覧いただきまして、誠にあり

がとうございました。 

 


