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●部活動試合結果 

 

Release 
  

校長 菊地 知恵子 

 
〇 友愛会の活動 

 スポーツ大会以降、学校生活には活気が満

ちています。生徒たちは活躍の舞台を心から

望み、自分たちでつくりあげた行事に手ごた

えを感じたのでしょう。今年度も後半に入り

友愛会の各委員会の活動も活発です。スポー

ツ推進委員会の「朝ジョグ」は、週3回朝の

ジョギングを推進。学校からよみうりランド

まで走ると仮想した参加カードを配布してい

ます。文化推進委員会は、より良い自主学習

のための「工夫した自主学習ノート」の紹介

を準備中。PR（広報）委員会は給食時に黙食

でもリラックスできる音楽を放送、そして

「みんなの掲示板」の映像配信ではニュース

からSDGsに焦点をあてたトピックスを独自に

深掘りして紹介。アクティベーション（学校

活性化）委員会は、全校生徒の縦割り活動を

推進、今週からは縦割り班で朝の清掃を行っ

ています。CDE組生徒による学校生活推進委

員会は、図書室の貸し出しや衛生用品の整備

を着実に行っています。有志で組織するSDGs

プロジェクトは、屋上ソーラーパネルの見学

会を実施、FSC（森林認証制度）マークの周

知活動とその外部発信を計画中。 

 友愛会活動では、生徒の自主的な活動、相

互の思いやり、新しい発想と創造的精神、世

界的規模の視野をビジョンとしています。今

年の38期友愛会も、必ずしも前例にとらわれ

ずに、自由な発想で活動しています。 

  

〇 学園祭に向けて 

 まもなく開催される学園祭のテーマは、      

    “Release‐解き放つ‐” 

 行事の中止、延期が続いた2年間を経て、

まさに活躍の舞台を実現しようとする気持ち

を表現したテーマです。学園祭の生徒活動を

けん引する学園祭実行委員会の活動の一端を

グループごとに紹介します。《模擬店》3年

ぶりの模擬店復活。生徒たちには初の経験な

がら、メニュー決めから業者さんとの連絡、

運営マニュアル決めまで行っています。近隣

の店クラウンのコッペパンは、地域の人が並

んで買う人気商品とのこと。《ShowTime》有

志のエントリーが過去最高の12組。完成度も

高くオーディションを経て全組が発表しま

す。 当日のリアル発表と動画に録画しての

発表とがあり、昼休みや放課後に撮影が進ん

でいます。《広報》広報用動画の作成などHP

の学園祭特設サイトの準備を進めています。

《企画・装飾》学園史の年表作成、アクティ

ベーション委員会とコラボしたフィナーレを

盛り上げる企画と、階段アート装飾を進行

中。大黒委員長からは「生徒の放出するエネ

ルギーをぜひ感じ取ってください」とのこ

と。当日まで、HPの「生徒たちのブログ」に

日々の活動が掲載されていく予定です。 

 

〇 生徒間の求心力 

 AB組はプレゼンの準備が始まり、CDE組は

劇練習が続きます。CDE組の生徒が衣装を着

て廊下を行き来すると、AB組生徒は「何の役

かな？」と気になります。大道具係は立候補

したAB組生徒が担います。本番直前のリハー

サルをAB組が観覧するのが恒例であり、終了

後には感想をCDE組の生徒に伝えている姿が

あります。「CDE組の劇はすごい」そう感じ

ているのです。劇には、生徒たちの気持ちを

ひとつにする力があり、学園祭後のAB組と

CDE組のかかわりは一層近しいものになりま

す。 

 以上に述べたことは、生徒活動の一部にす

ぎません。今年はまだ半ば。生徒たちには、

小さなことであっても自分の場所で役割を果

たし、学校に自分の居場所があり、自分達で

作り上げる学校だということを感じてもらい

たいと思います。 

 

テーマ 

学園祭実行委員長 3年大黒さん 

いよいよ学園祭が二週間後に迫ってきました。今年のテーマは「Release －解き放

つ－」です。コロナ禍で抑えてきた心の熱を放出し、全生徒が全力で楽しめる学園祭

にしたいという思いが込められています。２日間開催になり、３年ぶりに模擬店が復

活します。また、有志の発表も対面で見ていただく予定です。皆様がそれぞれのエネ

ルギーを感じられるような学園祭を目指して、学園祭実行委員一同、準備を進めてい

きます。楽しみにしていてください！ 
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学園祭実行委員メッセージ 

           

        今年度は技能・吹奏楽部     

        ダンス部の発表に加え、 

１２組のメンバーが参加し学園祭を盛り上げま

す。今年度から再開したステージでのショーに

加え、昨年と同様動画でのパフォーマンスもあ

ります。12：15から体育館でのステージ発表、

動画はロビーにて放映いたします。生徒たちの

全力のパフォーマンスを是非お楽しみくださ

い。 

※今年度の学園祭は学内限定行事です。一般の方への公開はしていません。 

約半年間をかけて、ゼミの先生のもと探究の基礎を学び

ながら、グループで調べまとめた内容を発表します。 

「地域の植生を調べる事で、温暖化の影響について考える」 

・現在、身の回りにどのような植物が見られるのか。 

・植生はどのように変化しているのか。 ・温暖化の影響はあるのか。 

吉水 

「“直感”を検証、考察してみよう！」 

・直感でもある程度予想が立てられることを、数学を用いて検証していく。 
矢作 

「住み続けられるまちづくりとは」 

・自分たちの住んでいる街に目を向ける。 

・特に「移動」「トイレの設置場所」の２点に注目したとき問題点・改善点とは。 

大澤 

「物語の流行とコロナ禍」 

・ベストセラーや本屋大賞等の受賞作品を調べ、社会の出来事が物語に与えた影響を分析する。 

・現代がどのような時代か考え、今後流行る作品を予測する。 

小川 

「信号のない横断歩道問題2022～一時停止率を上げる方法を探る～」 

・投書記事から問題点を考える。・中学校付近の「信号のない横断歩道」を調査する。 

・車が一時停止をしない理由を探る。・一時停止率を上げる方法を探る。 

菊地武 

三枝 



個人での探究活動の成果として、2AB全員がプレゼンテーション

を行います。一人ひとりの個性あるテーマを紹介します。 
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東中学校では、さまざまな教科でSDGｓに結びつく授業を展開してい

ます。また、生徒たちの取り組みとしても友愛会やSDGsプロジェクト

チームを中心に、SDGsを大きな柱として活動を進めています。今年

度の学園祭でも、3年AB組の生徒全員がＳＤＧｓに関わる諸問題を

自分事としてテーマ設定し、一人ひとり発表していきます。 

国連がSDGsを掲げ、目標達成の期限としている2030年。中学生の今、彼らが何に問題意識を持ち、また社会をどう

していきたいと考えているのか。2030年には社会人として活躍する中学3年生の発表にご期待ください。 

2年B組 

 氏名 テーマ 

1 浅田くん 過疎化の現状と解決策 

2 有賀さん 日本の印刷された本は今後すべて電子書籍におきかわるのか 

3 池田さん 児童虐待を根本的になくすには 

4 今泉くん アニマルセラピーについて 

5 江尻さん 野鳥のすみかと食料の減少について 

6 大澤さん ディズニーの歌詞はなぜ多くの人に響くのか 

7 大隅さん ハリーポッターシリーズの魔法生物の考察 

8 金子くん プログラミングでIT人材を増やすには 

9 神谷くん 日本の医療とＡＩ 

10 菊地さん 
海洋プラスチック問題から考える生分解性プラスチックの

「可能性」 

11 黒崎さん 
髪の傷みにくいヘアカラーの利用方法～キューティクルを保

つには～ 

12 小久保さん ダンスだけで生計をたてることが難しいのはなぜか 

13 齊藤くん 子供の遊び方今と昔 

14 里さん アレルギー対応のケーキを作る 

15 佐藤くん キャッシュレス化する中での現金の価値 

16 佐野さん アニメの深刻さ 

17 鈴木さん 日本のアニメの魅力 

18 鈴木くん 世界を変えるゲームの可能性 

19 谷田くん ～裸足で走る～ベアフット・ランニング 

20 千葉さん 認知症について 

21 戸塚くん 新プラスチック～牛乳からつくるプラスチック 

22 長尾さん コートジボワールでICT教育を普及できるのか 

23 新田さん 延命治療と平穏死 

24 長谷川くん 海洋プラスチックを減らすために 

25 蜂谷くん 未来の自動運転どうなっているのか？ 

26 平林くん 昆虫を寄せつけづらいライト 

27 三浦くん 水産業の活性化 

28 宮澤さん 
サスティナブルファッションの考え方を広めるために私たち

にできること 

29 宮田さん 自分で起きられるようにするには 

30 山下くん 太陽光発電を活かす 

31 吉澤さん 
1980年代からのヒット曲の歌詞の変化から今後ヒットする曲

またはアーティストを予想する 

2年A組 

 氏名 テーマ 

1 藍原さん 
日本の生活保護の実態について ～貧困は自己責任？「最

後のセーフティーネット」とは～ 

2 赤池くん LGBT＋の差別を無くすには 

3 市川さん 身近な環境負荷の見える化 

4 伊藤さん 未来の家 ～江戸時代と今の違い～ 

5 伊藤さん 猫の慢性腎臓病 ～治療継続のために～ 

6 江渡くん 圧力差で動く未来の発電機 

7 大石くん 未来の地域創生～八幡浜市を救え！～ 

8 大久保さん ジブリのヒロイン像 

9 奥川さん オノマトペの可能性～コミュニケーションだけではない～ 

10 笠原さん 体重増加の原因とその管理方法 

11 羅田さん 時代によるヒーロー像の変化 

12 久保さん ストレスを減らす空間デザイン 

13 小林くん 昆虫に優しい農業 

14 櫻井さん オタク文化が社会に与える影響 

15 笹生くん eスポーツの価値 

16 澤田さん 表情が与える影響とその利用 

17 芝﨑くん プロ野球界で成功できる人 

18 白根澤くん 海洋汚染 ～プラスチックの恐ろしさ～ 

19 田代さん 
ヒトに伝わるポスターを描くために～ジェンダー平等の実

現に向けて～ 

20 田中さん 
グリーンパーク商店街を活性化するためにどのような事が

できるか？ 

21 永井さん 空気中からCO₂を減らす方法 

22 中嶋くん 空き家の減少に向けて 

23 中野くん 
2050年の自動車をデザインする ～過去の自動車の変化や

需要から～ 

24 成清さん サステナブルでジェンダーニュートラルな服を作る 

25 橋本さん 
表紙絵で内容を伝えるには ～近代文学小説をリニューア

ル～ 

26 早川くん 色で変わるポスターの印象 

27 原嶋くん ゲームなどへの高い集中力を勉強に応用する 

28 久森くん 10年後のシェアNo.1エネルギー発電法は何か？ 

29 本郷くん 誰もが困らない駅を作る 

30 万城目さん ソシオパスを生まない生育環境 

31 横石さん 中学生の片付けと身につく力 

32 吉田さん イルミネーションが人々に与える様々な効果について 

ＨＩＧＡＳＨＩ ＣＯＭＰＡＳＳ         Page 4 

  １0月の部活動試合結果（～10/24) 

陸上競技部 

●第75回東京都支部対抗陸上競技選手権大会 

                    (10/15、16  夢の島陸上競技場）  

  （入賞者） 

  1B平井さん 1年100m  13秒29  3位入賞 

  1年4×100mR(渋谷、平井、飯島、南雲)  

      53秒29  2位入賞 

   

 

卓球部 

●中体連第10ブロック令和４年度新人卓球大会（個人） 

           （10/15．16小金井一中） 

3回戦まで  2A大石くん 

2回戦まで  2B長谷川くん、2A江渡くん 

   1A小辻くん、1A山本くん 

        2B新田さん ベスト32（都大会進出） 

 

サッカー部 

●中体連10支部サッカー新人大会     

     （10/2.8.9 学芸大中 ） 

     対 立川合同   0対6  負け 

  対 昭和中    2対2  引き分け 

  対 小平5中   2対1  勝ち 

     ※グループ3位(得失点差で決勝トーナメント進出ならず) 

 

（都大会25年連続入賞） 


