
 今年度から酒田市全中学校区で本格実施

となった「小中一貫教育」。東部学区では、

南平田小・松山小・東部中の３校が協働し、

９年間を通して子どもたちを育てる取り組

みを始めています。5/23、学区の小中の教

員が一堂に会し、東部学区の子ども達の未       

来のために、今、でき 

ることを語り合いまし 

た。「東部学区」を創る 

先生同士、熱い対話が 

見られました。 

た 

小中一貫教育は、PTAでも行っています。

２年前から始まった東部学区小中合同研修

会に向けて、6/8 には、東部学区 PTA 連絡

協議会が行われました。小中各校の PTA役

員さん達が集まり、小中一貫教育で目指す

「子どもが行きたくなる学校」をテーマに

話し合いを行いました。 

10月には『非認知能力』 

をテーマにした講演会を 

東部学区の小中全保護者 

対象で実施予定です。 

た。 
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       （本校の校舎を彩ってくれている植物です。秋にはかわいいピンクの実をつけます） 

 

前期生徒総会で、生徒会スローガンが「MADE IN 

 TOBU」と決まりました。このスローガンには、１人１ 

人がしっかり考えて行動し、自律した東部中生を目指す 

こと、学年の域を超えた活動に取り組み、視野を広げる 

ことができる東部中生を目指すこと、そして、『世界貢献』 

を柱に活動を展開したいという思いが込められています。 

自分たちの手で学校を創りあげ、東部中から世界に向け 

て発信していこうとしている東部中生に、頼もしさを感じています。特に今年度は、地域

と繋がる活動をたくさんしていきたいと考えているとのこと。地域の皆様、今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自律 貢献 志 
学びあい 高めあい  

たゆまず歩む東部中生  

 

 

6/16、第１回学校評議員会が開催されました。学校評議員さんからは東部中をよりよくする

ためのご意見を頂戴しています。端末を使ったり友達と関わり合ったりしながら、生き生きと

学んでいる東部中生の姿をご覧頂き、お褒めの言葉をたくさん頂きました。学校評議員さんか

ら頂いたご意見をもとに「MADE IN TOBU」していきたいと思います。 

【令和４年度東部中学校評議員の皆様】 

 後藤  拡 様   加藤 博之 様   石黒 由香 様 

 平向與志雄 様   池田  新 様   佐藤 昌彦 様 

  

 



 

 

部名 会場 試合結果 

野球 
酒田市 

光ケ丘野球場 
１回戦 vs酒田二中・鳥海八幡中合同(オープン参加) ３－８ 敗 
準決勝 vs酒田六中 ３－８ 敗退  ３位 

サッカー 
飯森山多目的 
グラウンド 

１回戦 vs酒田三中 ０－２ 敗退 
２回戦 vs酒田六中 １－３ 敗退 

陸上 
酒田市光ケ丘 
陸上競技場 

男女総合１位  男子総合１位  女子総合３位 
男子１年 100ｍ ３位 門脇央凱 ⇒県大会出場 
男子２年 100ｍ ３位 小林史弥 
男子３年 100ｍ ３位 髙木奏方  ５位 佐藤奏麗 ７位 富樫大遂 
男子共通 200ｍ ２位 髙木奏方 ⇒県大会出場  ７位 佐藤奏麗 
男子共通 400ｍ １位 佐藤輝 ⇒県大会出場 
男子共通 800ｍ １位 後藤颯星（大会新）⇒県大会出場 

２位 佐藤輝（大会新）⇒県大会出場 ５位 南葉京也 
男子２・３年 1500ｍ １位 後藤颯星 ３位 佐藤孝祐 ⇒県大会出場 

４位 富樫陽真 
男子共通 3000ｍ ２位 佐藤孝祐 ３位 富樫陽真 ⇒県大会出場 
男子共通走幅跳 ７位 遠藤樹生 
男子共通砲丸投 ２位 荘司啓矢 ⇒県大会出場 
男子低学年４×100ｍ ５位（東海林煌斗・小林史弥・三浦蒼生・門脇央凱） 
男子共通４×100ｍ ３位（片桐悠翔・佐藤奏麗・富樫大遂・髙木奏方） 
女子１年 100ｍ ２位 渡辺音羽 ⇒県大会出場 ３位 佐藤祐奈 
女子２年 100ｍ １位 佐藤明咲 ⇒県大会出場 ８位 村上恵菜 
女子３年 100ｍ ４位 小林由依 ８位 佐藤千優 
女子共通 200ｍ ７位 佐藤千優 
女子共通 800ｍ ４位 鈴木柚芽 
女子１年 1500ｍ １位 鈴木柚芽 ⇒県大会出場  ４位 岩間優心 
女子２・３年 1500ｍ ８位 小松暖月 
女子共通走高跳 ５位 渡辺音羽 ８位 石井ここ音 
女子共通走幅跳 ３位 佐藤凪海  ８位 長谷部心実 
女子低学年 4×100ｍ １位（佐藤祐奈・阿部夏希・石井ここ音・渡辺音羽） 
          ⇒県大会出場 
女子共通 4×100ｍ ３位（佐藤千優・小林由依・村上恵菜・佐藤明咲） 

女子 
バスケ 

遊佐中学校 
体育館 

１回戦  vs 酒田六中 ４５－６６ 敗退 

卓球 酒田市体育館 
団体戦 男子 予選リーグ敗退  女子 予選リーグ敗退 
個人戦 男子 入賞なし  女子 ベスト 16 佐藤花 

ソフト 
テニス 

酒田市光ケ丘 
テニスコート 

団体戦 男子 予選リーグ敗退  女子 予選リーグ敗退 
個人戦 男子 入賞なし   

女子 ベスト８ 齋藤歩叶・阿部真夢 ベスト 16 後藤恋亜・佐藤陽奈 

剣道 酒田一中 
体育館 

男子団体戦 予選リーグ２位通過 決勝トーナメント 1回戦敗退 ３位 
男子個人戦 ベスト８ 日下部太晟 ベスト 16 真嶌怜惟 富樫湊斗 
女子個人戦 ベスト８ 齋藤新菜 ⇒県大会出場 ベスト８ 鈴木偲乃 

体操 国体記念 
体育館 

髙橋苺衣利 女子個人総合優勝 ⇒県大会出場 
渋谷日菜向 女子個人総合４位 ⇒県大会出場 

 

水泳 酒田市光ケ丘 
プール 

男子 100ｍ平泳ぎ ３位 秋庭佑成 ⇒県大会出場 
男子 200ｍ平泳ぎ ３位 秋庭佑成 ⇒県大会出場 
女子 200ｍ自由形 ２位 工藤夏生 ⇒県大会出場 
女子 400ｍ自由形 ３位 工藤夏生 ⇒県大会出場 
男子 50ｍ自由形 ４位 石山隼 ⇒県大会出場 
男子 100ｍ自由形 ８位 石山隼 ⇒県大会出場 

 

         

 
学校 HPアドレス http://www.sakata.ed.jp/tobu/web/ 

 右のＱＲコードを読み込んでください。学校ＨＰにつながります。  
 

 

県総体出場は、陸上
剣道、体操、水泳 

総勢１９名！ 

 

 

 


