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＜校長先生の言葉＞ 

校長  渡邊 宏之 

新型コロナウィルス感染防止への対応を取りながらの生活も、３年となりました。時差登校やマ

スクの着用、換気、こまめな手洗い、給食時に会話を控えることなどの制約は続きましたが、その

中で少しずつかつての日常を取り戻してきた学校生活でした。 

３年生は中学校初の修学旅行を、そして２年生は移動教室を無事行うことができ、仲間とともに

宿泊するという体験を通して、普段の学校生活では作り出すことができないとても貴重な思い出作

りができたのではないかと思います。また、10 月の運動会では、保護者の方々の参観数が増え、

多くの応援の中、学年・学級の団結と行事に取り組む熱意を届けてくれました。そして文化発表会

では、全校生徒がともに体育館に集まり、吹奏楽部の楽しいパフォーマンスや演劇部の迫真の演技

を楽しみました。さらに、11 月には、３年ぶりの合唱コンクールを開催することができました。

特に３年生は最初で最後のクラス合唱を作り上げることに情熱を注ぎ、大切な思い出の一つとなっ

たことでしょう。 

生徒会本部を中心としたあいさつ運動はさらに活性化され、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ました。そして部活動も、保護者の方々の応援が解禁となり、それぞれの大

会が盛り上がったのではないでしょうか。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＞ 

 私はこの学校に入学してから２年間、生徒会本部役委員として活動してきました。その理由は私たちの学校生

活における環境をより快適に過ごしやすくしたいと思っているからです。ですが、私たち生徒会本部役委員だけ

で成し遂げようとしても限界があることを一年を通して痛感しました。その限界を超えるには皆さんの力が必要

不可欠です。この学校の生徒会長として私は最高の環境はみんなで作っていくものだと思っています。そこで皆

さんに快適な環境作りに協力していただきたいと思っています。 

今年の生徒会のスローガン Your Vision Our Future には一つの意見で駒形を変えるという意味が込められてい

ます。私たち生徒会はこのスローガン通りに一つ一つの意見を大事にし、尊重しています。なので、ぜひ学校へ

の意見や要望などを意見箱で私たち生徒会に伝達してみてください。その一つの意見でより駒形中学校で過ごす

日々が快適になるかもしれません。１年生の皆さんはわからないと思いますが、昨年私たち生徒会本部役委員は

生徒の皆さんの意見を基に校則についてのいくつかの変更を提案させていただきました。結果、ネックウォーマ

ーの使用許可や靴の色の増加などの校則を変更することができました。 

皆さんは今充実した学校生活を送ることができていますか。校則の変更に満足してくださっていますか。もし

かしたらまだ学校生活や校則に不満を持っている人がいるかもしれません。それは悪いことではありません。で

すが、その意見は思うだけでは何も変わりません。言葉にして伝える必要があります。意見箱は入れられた意見

を私たちは尊重し、その意見を学校のために生かすことをお約束します。 

今一度申し上げますが、最高の環境作りはみんなが一丸となり協力し合う必要があります。なので、自分が疑

問に思うことや感じたことを言葉にし、積極的に伝えてください。ご協力よろしくお願いします。 
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＜学校行事等＞ ※２０２２（令和４）年度 

◎１学期 

 第１学年 第２学年 第３学年 生徒会活動 

４月 

入学式 

新入生歓迎会 
始業式 始業式 

入学式 

新入生歓迎会 
区学力調査 

離任式 

５月 
定期考査① 任命式 

オリエンテーション 霧ヶ峰移動教室 修学旅行 生徒総会 

６月 定期考査② CATV 

７月 終業式 終業式 

◎２学期 

 第１学年 第２学年 第３学年 生徒会活動 

９月 

始業式 

始業式 

生徒会選挙 

生徒会選挙 

定期考査③ 

連合陸上競技大会 

１０月 
運動会 

 
文化発表会 

１１月 
合唱コンクール 

 
定期考査④ 

１２月 
 立志式 保育実習 

終業式 
終業式 

◎３学期 

 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 

学習展覧会 

 
喫煙防止教室 

区音楽鑑賞教室 
 

２月 
定期考査⑤ 

 
都内巡り 鎌倉校外学習  

３月 

  校外学習 三送会 

卒業式 

修了式 

三送会 謝恩の会 

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「Your Vision Our Future ～1 つの意見で駒中を変える～」です。このスローガンをもと

に、私たちは生徒１人１人の意見を取り入れながら、よりよい学校つくりに取り組んでいます。 

生徒会の主な仕事内容は、あいさつ運動、清掃活動、行事などの準備、生徒会新聞の発行、中央委員会での司

会進行などです。中でも清掃活動では、例年までは地域清掃のみでしたが、今年からは月に１度、校内清掃にも

取り組んでいます。この活動では、普段生徒が清掃することのない場所を清掃しています。 

また、あいさつ運動では毎日行うことで『あいさつの駒形』の名に恥じないよう心掛けて活動しています。最

近では自分からあいさつができている人が増えていると実感しています。 

私たち生徒会は新しい活動にも取り組み、より一層学校のための活動ができるように、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、「前向き、感謝、思いやり」の学年目標のもと、一年間頑張ってきました。今年は、新型コロ

ナウイルス感染症対策をしながら、上野公園オリエンテーリングや都内巡りを行うことができました。これらの

行事では、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そうとすること

ができました。 

日常生活では、入学当初よりも給食の配膳が早くなったり、授業中の発言の回数も多くなりました。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＞ 

 ２学年委員会の主な活動は、授業前後の号令、出席簿・学級日誌の管理、学年集会の司会進行などです。月ご

とに課題点を出し合い、反省を込めて、次の月の目標にしています。そして、その目標達成や課題点を改善でき

るように日々努めています。 

立志式では、一人ひとり、これまでの自分の行動やこれからの将来のことについて真剣に考えることが出来ま

した。また、合唱や運動会では、初めはタイミングが合わず、声にばらつきが出てしまうことやバトンパスのミ

スが多々あり、不安が募るような状況でしたが、練習を重ねていく中で、互いが互いを思いやることで、徐々に

心が一つにまとまり、無事に成功させることが出来ました。 

この先、課題点が新たに生まれたとしても、学級委員として率先的に改善できるように心掛け、よりよい学年

にしていきたいです。また、課題点をなくすだけではなく、良い点をさらに伸ばせるような学年にしていきたい

です。 
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＜３学年委員会＞ 

私たち 3 学年は「最上級へ」を目標に掲げ、最高学年としてふさわしい学年にするため、そして、今までで一

番良い学年にするために、互いに声を掛け合ってきました。特に成長を感じたのが合唱コンクールです。コロナ

ウイルスの影響で過去 2 年はできなかったため私たちにとって始めての合唱コンクールでした。初めはうまくま

とまるか不安がありましたが、練習でも会場準備でも皆が積極的に手伝い、協力し合っていました。他にも受験

に向けて勉強を教えあったり、係や委員会の仕事を他の人が手伝ったりと気遣いができ、支え合えるのが３年生

の長所です。この長所は、それぞれが違う道に進んだ後も活かしていけたらいいと思います。 

入学した時からコロナウイルスに影響されながら生活してきて、例年通りの活動ができず、心残りなこともた

くさんありますが、この学年ならではの思い出をたくさん残せたと思います。後輩につないでいけるよう、卒業

まで 3 学年としての役割を全うしていきたいと思います。 

 

＜生活委員会＞ 

生活委員会は全校生徒の模範となり、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、生活新聞・生活ポスター作り、週目標の記入、ロッカーチェック

です。朝のあいさつ運動は毎朝 8 時 10 分に校門の前に立ち登校してくる生徒にあいさつをします。あいさつの

駒形という名に恥じないようあいさつを徹底しています。ロッカーチェックは帰りの学活の際にロッカーの中が

乱れていないかはみ出していないかを点検します。生活ポスターは身だしなみや整理整頓のためのポスターを生

活委員が作成し、校内に掲示しています。 

これからも校内であいさつを徹底していくのでご協力お願いします。 

 

＜放送委員会＞ 

放送委員会の仕事は三週間に一、二回と比較的少なめです。給食の時間に放送室に行って放送します。 

放送での仕事は大きく三つあります。一つ目はリクエスト CD の呼びかけおよび回収です。二つ目は回収した

リクエスト CD の放送です。三つ目は栄養士の先生が用意してくださる給食に関する説明の原稿の読み上げ、ク

イズ、なぞなぞの放送です。 

月に一度の専門委員会では、駒形中学校の放送をよりよいものにできるように先月の反省と今月の目標につい

て話し合います。先生方や生徒の皆さんに、楽しく聞き取りやすい放送を届けられるように放送機器の使い方や

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す。放送は基本一人で行います

が、初めて放送委員になった人や一年生には二年生がサポートに入り協力をしあって放送をしています。 

これからも放送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します。 

 

＜図書委員会＞ 

 図書委員の主な仕事は、昼休みの本の貸し出し・返却、おすすめ本の紹介、本の整理整頓、図書室の環境整備

です。季節に応じた掲示物は、主に司書さんとボランティアの方が制作してくださっており、七夕には笹が飾ら

れ、短冊を書いて、吊るすことができます。 

また、読書週間の際には、図書委員の好きな本やお気に入りの本をポップに書き、図書室に掲

示しています。ポップには図書委員それぞれの紹介する本のあらすじや見どころが書かれていま

す。本に出てくるキャラクターのイラストが描かれているものもあります。 
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どんな本を借りるか悩んでいる時に是非活用していただけると嬉しいです。読みたい本が見つからない時や図

書室内で何か困ったことがあったら、図書委員に気軽に声をかけてください。少しでも力になれたら嬉しいです。 

 皆さんが本に興味を持ち、図書室を好きになってもらえるよう図書委員全員で図書室を快適な空間にしていき

たいです。そのため、皆さんも図書室のルールを守ったうえで本を読んだり、調べ物をしたりして図書室を楽し

んでください。 

 

＜保健給食委員会＞ 

保健給食委員会では現在１年生が８名、２年生が６名、３年生が６名の計２０名で委員会をやっています。主

な活動内容は、給食の準備、給食中話している生徒や、白衣を正しく着られていない生徒への注意、呼びかけ「い

ただきます」、「ごちそうさまでした」の挨拶。寒い季節、換気がおろそかにならないように保健給食委員が中心

となってする換気。ハンカチをきちんと持ってきているか、爪が伸びすぎていないかをチェックする冬の清潔点

検などです。 

保健給食委員会では、一人一人が活発に意見を出し合える委員会を目指し、一カ月に一度の委員会活動、専門

委員会では各学年で、どうすれば生徒のみなさんに健康管理を心がけてもらえるかなどを話し合い、話し合って

もらった各学年の意見を委員でまとめて実行しています。一人一人の委員が自分の仕事に責任を持ち、コロナウ

イルスや、インフルエンザなどの、感染症が流行りやすい季節の中で生徒のみなさんが安心、安全に学校生活を

送れるように、保健給食委員が日々換気などを心がけています。 

 

＜環境委員会＞ 

1 年生８人、２年生６人３年生６人の計 20 人で活動しています。 

環境委員会の主な活動内容は窓の開け閉め、黒板消しのクリーナー掃除、傘の持ち帰り忘れのチェック、レポ

ートつくり、掃除用具の管理。大きな仕事は定期考査前日の落書チェックです。内容は、生徒の机の上に落書き、

消し忘れなどをチェックし、きれいにします。 

今の環境委員会の問題点・改善点は、仕事忘れがあり、声掛けができていないことです。このことについては、

委員が意識して声掛け、積極的に行動をしていくよう頑張ります。 

目標は「換気・仕事をしっかりする・声掛け」です。 

学校の環境をよりよくするためにがんばって行くので、応援とご期待お願いします。 

 

＜体育委員会＞ 

僕たち体育委員は、1 年生８人、２年生６人、３年生６人の２０名で活動しています。 

体育委員会の主な仕事は、昼休み時のボール貸し出し、空気入れ、体育の授業時の挨拶、点呼です。 

大きな仕事としては、前期は運動会の準備や手伝い、後期は球技大会の運営です。体育委員全員で協力して活

動しています。 

 現在の体育委員の課題としては、昼休みのボール回収に来ない人がいることと、禁止されている遊びをしてい

る人への注意がおろそかになっていることです。この課題は体育委員全体で共有して解決していきます。 

 皆さんが安心して過ごせるように体育委員はこれからも頑張ります。応援よろしくお願いします。 

 

  



8 

 

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 5 名・1 年８名、女子 2 年４名・１年５名の計２２名で活動しています。 

活動日は、主に月・火・金(放課後)、水(朝練)、土・日不定期(練習試合等)で練習をしています。 

 私たちは、日頃の練習で「気配り」「考える」「責任のある行動」と、この３つを意識して行動しています。ま

た、授業や日々の日常生活でも３つのことを意識できるように一生懸命に取り組んでいます。 

男子は都大会に出場し、女子は、6 月に行われた５３地区決定戦で準優勝でした。現在は全員が練習に励んで

女子は都大会進出、男子は都大会二回戦を目標としています。そのために、基礎練習や練習試合などで力をつけ

ています。個人の目標もあり、部活がない日でも自主練をしたりバスケットノートに分からないことを書いたり、

工夫をして努力しています。 

私たちが、練習や試合をできているのは顧問の先生やコーチ、保護者の方々の支えがあるからです。先生のお

かげで強いチームと試合ができたり、保護者の方々のおかげで合宿に行けたりしています。そのため感謝の気持

ちを忘れずに行動していきます。支えてもらった感謝をプレーの中で全力を出し、結果に残せるように目標を目

指して頑張ります。 

 

＜バドミントン部＞ 

私たちバドミントン部は、「考えるバドミントン」を意識して活動しています。練習は主にアップ、ダッシュ、

シャトル投げ、手投げノック、基礎打ちをやります。基礎的なことを固め、応用にも生かせる力をつけています。

部員数が多いため、コートを多く使えないこともありますがその時間を工夫して使い、積極的に練習しています。

また、先輩方から継がれてきた「ファイト」の掛け声も一時期なくなっていましたが、最近はまた復活し、活気

も出てきました。 

他校との練習試合も少しずつできるようになり、そのために日々の練習をより頑張ったり、試合をして実力を

知ったり、感じたりしたことが自分たちの力になっています。 

たくさんのコーチや OB が来てくれて、ノック上げ、新しい練習メニュー、細かい指導などをしてくれます。そ

のおかげで同じショットでもコーチによってコツやもらえるアドバイスが違い、できるようになった人も増えて

います。これからもコーチや地域の方から応援される活気あるバドミントン部を作っていきたいです。 

 

＜野球部＞ 

僕たち駒形中野球部は２年生７名、１年生８名の計１５名で活動しています。 

活動日は月火木金(土)曜日で、月木曜日は第一校庭、火金曜日は第二校庭で練習しています。 

駒形中野球部はとても仲が良く、元気に活動しています。 

活動内容は、キャッチボール、ノック、バッティング、試合を想定したゲームなどです。練習は、効率よく行

うために、バッティングとノックに分かれて練習しています。 

去年の成績は、夏季大会第５ブロック優勝 都大会出場、秋季大会第５ブロック優勝 都大会出場です。 

とても丁寧に指導してくださる外部指導員の村杉さんや顧問の安間先生、村上先生が、部活を行う環境を整え

てくださっています。 

今年の夏も都大会に出場できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。 
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＜ソフトテニス部＞ 

 ソフトテニス部は、２年生男子８名、２年生女子５名、１年生男子６名、１年生女子３名の２２名で活動して

います。「都大会２勝」を目標に日々練習に励んでいます。練習日は毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜

日です。月曜日と木曜日は第２校庭で１０本打ちやサーブ練習などの基礎的な練習を、火曜日と金曜日と土曜日

は第１校庭で基礎的な練習に加え、ゲームや展開の練習など試合を想定した練習を行っています。 

 私たちの部活では、先輩後輩関係なくアドバイスを言い合う、良い情報を共有しあうなどして楽しく全員が上

手くなれるよう練習しています。また、顧問の先生方は挨拶をすることやアドバイスを貰ったら感謝の気持ちを

伝えるなどの礼儀の大切さを教えてくれています。そのため、私たちは練習を通して技術だけでなく、人として

成長すべきことを学んでいます。これからも全員で目標に向けて日々努力していきたいと思います。 

 

＜女子バレーボール部＞ 

私たちバレーボール部は、1 年生１０名 2 年生 5 名 3 年生 7 名計 22 名で活動しています。 

バレーボール部の活動日は火、木、(朝練)、金曜日です。その時の練習内容は、アップ、対人、サーブカット、

スパイク、サーブ、フォーメンション練習などです。 

バレーボール部では、技術的なことはもちろんですが、その他の挨拶などの基本的なことを練習の時から心掛

けながら活動しています。例えば、体育館に入る時は「お願いします。」「ありがとうございました。」とコートに

向かって言います。廊下ですれ違った時も必ず挨拶します。先生にボールを渡す時も「お願いします」というマ

ナーがあります。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と「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言う事です。試合で勝つためにも日頃から「元気で明るく当たり前のこ

とを当たり前にできる」事を思いながら活動し、今は出来るだけ多くの試合に勝てるように頑張っています。こ

れからも応援よろしくお願いします。 

 

＜吹奏楽部＞ 

私たち吹奏楽部は現在、２年生 4 名、１年生８名の計 12 名で毎週月、火、木、金、（土）曜日に活動を行って

います。 

コロナの影響で練習そのものの回数や発表の機会が減っている中、日々技術の向上のため練習に取り組んでいま

す。音楽室でのミーティングや合奏、パートごとに教室に分かれて練習したり、セクション練では基礎や曲を合

わせたりしています。 

 今年度の発表の機会は、８月に吹奏楽コンクールに出場し銀賞を獲得、１０月には連合音楽会に出演し文化発

表会でも演奏やダンスを披露しました。 

 先輩方が卒業してしまい、人数が大幅に減ってしまいましたが、部員全員仲良くアイデアを出し合い楽しく活

動しています。今は小編成の楽曲を軸にコンクールで金賞をとるために、努力を惜しまず練習に励んでいます。 

 これからも皆様に良い演奏をお届けできるように成長していきますので、駒形中学校吹奏楽部の応援をよろし

くお願いします。 
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＜美術工芸部＞ 

美術工芸部の魅力は自由に好きなことができるところです。 

普段の活動では基本、個人で作品を作りますが他の人と作品を見せ合いな

がら活動している人は多いです。 

作品の内容も好きなキャラクターを描いている人もいれば、１から自分で

考えて描く人もいます。また、家でデジタルイラストを描いて印刷し飾って

いる人もいます。もちろん絵だけでなく立体工作や切り絵もできます。絵が

苦手な人も大歓迎です！ 

どんな作品を作れるかは美術室前の作品を見てみてください。夏休みには

年 1 回のポスター作りがありコンクールに出します。 

他の部活に比べて活動日数は少ないですが充実した内容になると思いま

す。 

ぜひ、美術部に入って自由に思い出をつくってください！ 

 

 

＜ボランティア部＞ 

ボランティア部では、一人一人の部員が協力し、学校をより良くしたいと思っています。 

主な活動内容は野菜や、お花を育てるガーデニング、学校内が明るい場所になるためのフラワーアレンジメン

ト、折り紙の掲示物の作成、クリスマスツリー、七夕の笹飾りなどの設置です。また、児童館での読み聞かせや

お祭りの補助も行います。活動日は週 1 くらいで活動時間は大体１時間くらいです。 

ボランティア部は植物が好きな人、学校をより良く過ごしたい場所にしたいと思っている人、細かい作業が得

意な人が多い部活動です。ボランティア部のほかに、もう１つの部活に所属している部員もいます。ボランティ

ア部は、他の部活動よりも活動幅が広いですが、それ以上にやり切った後の達成感があると思います。ボランテ

ィア精神を持ち、真面目に取り組める人の入部をお待ちしています。 

 

＜演劇部＞ 

私たち演劇部は、とにかく部員同士の仲がいい部活で、和気あいあいと活動しています。活動日は、火曜日、木

曜日、金曜日の週三日で、舞台の発表前には練習日が増えることもあります。主な活動内容はストレッチ、発声、

滑舌、エチュード（即興劇）です。ストレッチは、どんな役にも対応できるよう柔軟な身体をつくるためのもの

です。立位前屈、伸脚をはじめ、開脚や腹筋、背筋を使ったストレッチなども行っています。発声、滑舌は、台

詞を観客に届けるようにするためのもので、発声は喉声ではなく、お腹からの声が出せるように「外郎売」や「あ

めんぼあかいな」を使って、日々練習しています。エチュード（即興劇）とは役者自身がセリフや動作などを考

えながら行う寸劇で、想像力を養い、表現力を身につけることができます。演劇部は体育系文化部と呼ばれ、文

化部ではありますが、頭も体もたくさん使う部活です。役を演じない裏方の仕事もあるので、人前に出たくない

人や、自分に自信が持てない人も、ぜひ体験に来てください。 
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＜部活動表彰の記録＞ 

 

● 男子バスケットボール部 

 ・令和４年度 台東区中学校バスケットボール夏季大会 兼 第７５回台東区中学校体育大会 優勝 

 ・令和４年度 東京都中学校バスケットボール選手権大会５３地区（台東・中央）代表決定戦大会 準優勝 

 ・台東区中学校バスケットボール新人大会 優勝 

 ・東京都中学校バスケットボール新人大会５３地区代表決定戦 優勝 

 

● 女子バスケットボール部 

 ・令和４年度 台東区中学校バスケットボール夏季大会 兼 第７５回台東区中学校体育大会 優勝 

 ・令和４年度 東京都中学校バスケットボール選手権大会５３地区（台東・中央）代表決定戦大会 準優勝 

 

● バドミントン部 

 ・台東区中学校バドミントン夏季シード権大会 

    男子シングルス 第２位         男子ダブルス 第１位 

    女子シングルス 第１位、第３位     女子ダブルス 第３位 

 ・台東区中学校バドミントン夏季大会 

    団体 男子 優勝、女子 優勝 

    個人 男子シングルス 第３位      男子ダブルス 優勝 

       女子シングルス 優勝、第３位   女子ダブルス 第３位 

 ・第６０回東京都総合体育大会・第６８回東京都選手権大会第５２回関東大会予選 C ブロック予選会 

男子団体、個人、女子団体、個人出場 

 ・台東区バドミントン新人大会個人戦 

    男子シングルス 第２位 

    女子シングルス 第４位         女子ダブルス 第４位 

 ・台東区バドミントン新人大会団体戦 

    男子 第３位 女子 第３位 

 ・東京都バドミントン C ブロック大会出場 

 ・東京都冬季大会 東東京予選会出場 

 

● 野球部 

 ・令和４年度東京都中学校野球夏季大会第５ブロック大会 優勝 

 ・第６１回東京都中学校総合体育大会兼第７５回東京都中学校野球選手権大会出場 

 ・令和４年度東京都中学校秋季大会第５ブロック大会 優勝 
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● ソフトテニス部 

 ・台東区中学校ソフトテニス夏季大会 

   男子団体 準優勝     個人 第３位 

   女子団体 準優勝     個人 第２位、第３位 

 ・第６１回東京都中学校総合体育大会・第７２回東京都中学校ソフトテニス選手権大会 

   男子団体 出場 

 ・台東区中学校ソフトテニス秋季大会 

   男子団体 優勝      個人 第２位、第３位 

   女子団体 優勝      個人 優勝、第３位 

 ・第６６回東京都中学校ソフトテニス新人大会 

   男子団体 出場      女子個人、団体出場 

 

● 女子バレーボール部 

 ・令和４年度 台東区バレーボール春季大会 第３位 

 ・令和４年度 第５ブロック春季交流大会出場 

 

● 吹奏楽部 

 ・第６２回東京都中学校吹奏楽コンクール東日本大会銀賞 

 

● 演劇部 

 ・第５回 江戸まちたいとう芸楽祭 出場 
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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、昨年度同様に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２０２３」をご覧いただき、誠にありがとうございました。 


