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甲府市立東中学校

NO、１
春風や闘志抱きて丘に立つ 高浜虚子 文責 仙洞田茂雄

出会いの春から ６５０名 出航!
風薫る五月、色とりどりのさつきやつつじが咲き競い、さわやかな風の吹く季節が到来しました。
平成２９年度がスタートし早いもので１ヶ月が過ぎ、１９１名の新入生を迎え全校生徒５９９名、教職

員５１名、合計６５０名がそれぞれの目標に向かい、新たな出発をしました。
私達は「夢きよく 道はるか」の教育指標のもと、「豊かな人間性をもつ生徒の育成」を学校教育目標

に、豊かな感性を育て、文武両道を目指し、生涯にわたる人間力を育成する魅力ある学校、失敗を恐れず
何事にも挑戦する自立した生徒、誠実で信頼される教師を目標に今後努力していく所存です。
また、校内の研究テーマを「生き生きと学習に取り組み、ともに学び合う生徒の育成～学ぶ意欲を高め、

学びを実感できる授業づくり～」とし、日々の授業改善に努め、子どもたちの学力向上、部活動・学校行
事の充実を願い、互いが切磋琢磨し高めあう学級、学年、学校を目指していきたいと考えます。
子ども達の未来、５年後、１０年後、２０年後に向け、義務教育の中でどんな力をつけることが大切な

のか、保護者の皆様と一緒に考え、教育活動をすすめていきたいと思います。
一人ひとりの夢の実現に向け、全力で東中学校を前進させていきたいと考えています。
今後とも、保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

校長 仙洞田 茂雄

今年度の教職員 １年間頑張ります よろしくお願いします

校 長 仙洞田茂雄 保体 教 頭 深澤 一英 理科 教 頭 鈴木 仁 社会
主幹教諭 石原 三正 理科 生徒指導主事 平木 和男 数学 初任者研修指導員 上野 博史 英語
県小中体連理事長 渡辺健太郎 保体 養護教諭 赤堀 香澄 事務主査 望月 順子
図書館司書 岡 尚恵 学校技能員 小島 裕 給食配膳員 永田佳代子

ＦＥＴ アンダーソン・カール スクールカウンセラー 喜多川康子

１年主任 青嶋 尉浩 数学 ２年主任 小林 孝 技術 ３年主任 土屋賢一郎 理科
副主任/ 保坂 久信 国語 副主任 佐野 一記 保体 副主任 宮川 佳也 社会
１組担任 江口孝一郎 理科 １組担任 那須 正和 国語 １組担任 有賀 恵 国語
２組担任 根岸 幹実 英語 ２組担任 平尾 和樹 社会 ２組担任 竹内 亮介 数学
３組担任 竹中 翼 保体 ３組担任 小澤あずみ 英語 ３組担任 七澤真里奈 理科
４組担任 茅野 峻治 数学 ４組担任 水上さくら 保体 ４組担任 荻野 康 保体
５組担任 深沢 有貴 国語 ５組担任 保坂 由美 音楽 ５組担任 中国 挙都 社会
６組担任 奥田 陽介 社会 ６組担任 髙橋 真人 数学 ６組担任 浅尾 秀樹 英語
７A副担 大代祐美子 英語 ７B担任 原 和恵 理科 ７A担任 清田 礼子 家庭
学年教務 前田 幸代 音楽 ７C担任 天野 伸泰 社会 ７D担任 迫川 憲 英語
講師 清水 明美 家庭 学年教務 切金理恵子 国語 学年教務 横森ゆかり 美術

講師 濱島 賢憲 美術 支援員 山崎 万理

今年度、スクールカウンセラーとして、新しく、臨床心理士の喜多川康子先生に来ていただくことになりました。
我が子のこと、家庭でのこと、気になることがありましたら、気軽に相談してください。面談の申し込み方法として、
事前に学級担任までご連絡ください。スクールカウンセラーは、毎週水曜日に来ていただくことになっています。
喜多川先生は、専門的見識や、これまでの豊富な経験から、適切なアドバイスがいただけるものと思います。
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前期学級役員決定！ 学級・学年の中心となって頑張って下さい！

委員長 男子副委員長 女子副委員長 議長 書記 庶務

１ 組 河口紗果 入倉孝太 道場 椛 望月淳真 松原楓歩 佐藤優衣 村松愛渚 磯野巧弥 小林百咲華

１ ２ 組 矢崎綺洞 黒澤拓真 甘利文音 雨宮快翔 細田美陽 古屋 和 宮島彩花 飯島稜凱 相川 凛

３ 組 神宮司愛莉 三井雅裕 相馬星詩留 菱山那柚 木俣はづき 雨宮百香 小澤純弥 長坂和輝 藤巻祐一

年 ４ 組 小林柊哉 小林聖也 遠藤あすか 土屋磨弘 大貫美佑 村松 漣 八木三織優 青柳 涼 鳥居 蒼

５ 組 野中宏樹 下條元陽 志村永遠 新澤 開 篠田陸斗 長田愛加 笠井希海 小田切吾大 立澤一輝

５組 宮本貴大 西野羽流 佐々木由佳 岡朔太郎 丸山えま 窪田世玲愛 米倉詩苑 青木かんな 駒井琉奈

１ 組 関口日向 渡邉優人 大杉愛心 市川裕貴 三枝 蓮 榎並惇太 西村涼葉 雨宮和希 前島采佳

２ ２ 組 中嶌峻也 小宮山響 家入こまち 藤澤凛 深澤春奈 雨宮功英 高野佑成 相原伯斗 塩釜淳史

３ 組 伊藤太陽 渡邉航大 渡辺千那 手塚麻結 中村一真 内藤乃愛 望月星空 後藤壮太 永野創大

年 ４ 組 白鳥稜汰 内田真人 深澤椰々 内田千央里 志村朋哉 久保寺菜々 土橋琉偉 雨宮良偉 土屋若葉

５ 組 渡邊彦明 三井功太郎 坂本かりん 髙原彩杜 大塚結愛 小林瑠波 三井希紘 赤坂 一 落合 輝

６組 玉置夏実 荻野慎大 中澤夏鈴 川田京珠 古屋玲菜 加賀美羅菜 本山 舞 佐藤秀太 小澤梓珠貴

１ 組 河西里保 天野峻矢 村松美波 坂田柊介 小林美沙希 小川未来乃 古屋美海 猪股利史 廣﨑はな

３ ２ 組 笹本葉月 樋口広大 市川凌佳 持田梨名 根深あずみ 富澤沙来 大塚一葵 小澤宗寿 日向健太朗

３ 組 小澤宏一郎 松本大空 丸山美菜子 窪田怜克士 杉本伊吹 八木瑠伎奈 小林沙羅 山本彩夏 伏見永城

年 ４ 組 阿部拓実 若林真夢 初鹿璃々花 志村天斗 繁藤美玖 田村瑠梨 森本愛巳 田口綾乃 萩原未彩

５ 組 渡辺 和 沼崎壮陽 仲島朋花 小林航太 豊川達也 海野 葵 篠田恋花 岩下美月 相良さつき

６組 中込 渉 田邊大雅 国本萌花 三井このみ 若林丈裕 梶原優花 泉 夢結 小池栞理 森屋沙菜

３年生は義務教育最後の年を迎え、最上級生として学校の顔となりました。楽しみにしている修学旅行
までわずかとなりました。これまでの学習をベースに、新しい学級でしっかり取り組み、最高の思い出に
なるよう皆さんで協力し成功させてください。また２年生は中堅学年として、１年生の身近な先輩として、
学校を支える重要な役割を担うことになります。日常生活で、後輩の模範となるよう大いに期待していま
す。１年生は入学式で話した「心の力」「学ぶ力」「健康で夢を持つこと」この３つのことを大切にし、中
学校生活に目標をもって、新たなスタートをきって欲しいと願っています。

毎朝８時２０分 全校生徒が落ち着き静かな
中で、朝読書が始まります。

「本は心の栄養」「本は心の友」と言われますが、感受性豊
かな思春期に、心揺さぶられる本に出会うことはとても大切で
す。幼い時は絵本から始まり、誰しも懐かしく心に残る本が何
冊か、記憶にあると思います。そして成長とともに、自分の興
味、関心に応じて広がっていきます。
最近では、ネット・スマホ等の情報社会の中で、活字離れ

が深刻とも言われ、近年の全国学力学習状況調査では、新聞を
読まない子どもたちが増えている傾向が指摘されています。

現代は、様々な知識や情報
等を瞬時に取り入れることが、容易にできてしまう社会です。
言葉の持つ意味や相手の気持ちをしっかり受け取り、理解する
ことは何より大切です。読書活動は毎朝１０分、実際本を手に
し、活字を通して、作者の思いや、その世界観、行間からその
物語の背景や心情を感じ取る力を養うものだと思います。これ
からの時代は先行き不透明な時代と言われています。多くの本
に出会い、見識を深め、豊かな人生を築くことができることを
願っています。今後は、図書館や関係機関とも連携し、更に文
化活動をすすめていきたいと思います。
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今年度、全学年で学習の習慣化を目指して、「自

主学習」に取り組んでいます。自ら「学び」に向か

い、学力の向上を目指し、生涯学んでいく「生きる

力」を、身につけてほしいと考えています。取り組

みが始まり、提出率１００％の学級も見られます。

下記はこれまで、取り組んできた生徒の実践・感想

を紹介します。

●「初めはいかにページを埋めるかという考えで、勉
強しているという感じではなかった。１日１ページ分、

というノルマを達成し、３日分以上ためてしまったこ

とはない。続けていると、やらないのが変な感じにな

るようになった。１学期は、「国語：漢字練習」「数学

：計算練習」「英語：単語練習」ばかりで、１ページで

も余白が目立つ日もあったが、少しずつページが埋ま

るようになった。学年として取り組み始めてから、土日休日や年末年始にも取り組

んだ。最初の定期テストで失敗をし、テスト前だけでは、時間が足りず間に合わな

いことが分かった。日々習ったことで、気になった問題を自主学習でやるようにな

った。自主学習で、たくさん書くことができるようになり、提出物にもたくさん書

くことができ、毎日続けることで自主学習を楽しんでできるようになった。」また、

自主学習と学習時間については、「１学期は、何をしたらいいのかがわからなかった

が、課題をしておけば、テストはできると思っていた。１学期を反省し、とにかく

勉強時間を増やし、効率が悪いかなと思ったが、ひたすら時間をこなすことにした。

２学期は「量」、冬休みに、効率よく勉強するにはどうしたらいいかについて、家族

と話した。テレビで、東大生が「勉強は質」という話をしていた。飽きたら休むの

ではなく、違う教科を勉強するようになった。３学期は「質」にこだわり学習をし

た。」と飛躍的に自主的学びの時間が増えてきた。●

「継続は力なり」 ３年間通し、毎日机に向かい、自分と向き合い頑張っ
たページ、ノートの数はきっと大きな「自信」となり、皆さんの将来に向けて、本当の「学びの基礎」と
なります。全員で共に頑張ってほしいと思います。

命を救う その時どうする
防災を考えよう 甲府市防災情報ＷＥＢ

昨年４月、熊本地震が発生し、甚大な被害を受け、今なお避難
生活をされ、復興が進まない地域もあると聞きます。本市でも近い
将来起こるだろうと言われている東海地震は、最重要課題でありま
す。また、世界情勢も不安定で、様々な状況を想定しなければな
らない昨今ではありますが、まずは身近な危機管理に対して考え
ていきたいところです。
私達は、「今は大丈夫、ここではありえない」など、心のどこかで

「まだ大丈夫だろう」という心が働いています。（正常バイアス） 災
害は いつでも どこでも起こりうる 安易な判断はしない」という
認識をしっかりもち、適切な判断力をもって行動できるようにするこ
とが大切であると考えます。そのためにも様々なシミュレーションを
想起した「訓練」が必要です、しかし、それは学校だけで行うのは
充分ではありません。

生徒一人ひとりが、命を守る行動をとるにはどうしたらよいのか、甲府市ＨＰの中にある
「防災情報ＷＥＢ」（上図）は大変参考になります。ぜひ、全家庭で視聴していただ
き、生徒自身の防災意識を高めていけるようご協力お願いいたします。
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東中今昔物語 １

本校は昭和２２年４月開校し、今年で創立７０年になります。当時の生徒会誌「深層」創刊号を読んでみ

ると、あらためてその歴史と伝統、重みを感じます。今年はその７０年を振り返りながら、学校たよりを発

行していきたいと思います。今月は学校の沿革史です。校長室や図書館を利用して、本校の歴史を探訪する

のも楽しいと思います。

学校の歴史と沿革
昭和２２年３月・甲府市新学制実施準備協議会において富士川、琢美、小学校地区及び朝気町を所属とする。新制中学校設置を決議し、

甲府市立東中学校と校名を定め、旧女子国民学校地区に平屋建て２棟１５教室、建坪４４０坪の校舎（戦災応急校舎）を

建設中。７月末まで西中学校の一部を借用する。

４月 ・２２日開校式、朝気町７１２番地

・校舎周辺には、住宅営団の住宅に占められ、校舎北側に運動場を設置する。昭和２９年９月７日整地作業完了。

２７年 ５月 ・中校舎９教室竣工・里垣中学校を合併

２９年１０月 ・校地内住宅移転が関係方面の協力により

１０月２６日完了 校旗樹立

３０年 ９月 ・教育委員会は東光寺３５０番地に移転を決定、昭和31年度予算により３・５・６号館を建設。

昭和32年度予算により１・２・４号館を建設。

３４年 ４月 ・屋内体育館５７９坪竣工甲運中学校合併

３５年 ２月 ・校歌制定

４月 ・市の補助とＰＴＡ資金により、東側ﾌﾞﾛｯｸと 南側金網の外棚完成

３８年 ４月 ・玉諸中学校を合併

４０年 ８月 ・プール竣工

５２年１０月 ・創立３０周年式典

５９年 ３月 ・校舎第一期工事竣工（教室１３、視聴覚室、理科室、技術家庭科室、美術室）鉄筋４階建北館３０７７㎡ ・テニスコート２面新

設 ・プール付属施設全面改修

６０年 ３月 ・校舎第二期工事竣工（教室１２、音楽室、管理室、昇降口）鉄筋３階建南館３３６５㎡

６１年 ３月 ・第三期工事竣工（格技場新設390㎡、屋内体育館増設改築1017㎡、校庭改良工事）

６２年１０月 ・創立４０周年式典

１１月 ・文部省指定格技指導推進校３年次を迎え全国公開発表

平成２年３月・教育指標石（夢きよく、道はるか）と門名標の設置、文部省表彰（教育保健統計）

６年 ３月 ・卒業記念碑（思い遣る心）、門標（希望、自由、友情、未来）

９年１１月 ・創立５０周年式典

１０月 ・土井隆雄宇宙飛行士甲府市市民栄誉賞授賞式、講演会（本校屋体）

１１年 ４月 ・県教委指定自ら学ぶ環境学習推進校

１２月 ・５０周年記念絵画寄贈 佐藤正明氏の作品「Ｎｅｗｓ ｓｔａｎｄ」

１３年 ８月 ・校内ＬＡＮ工事によりインターネットの活用が本格化（ＮＥＴ３指定校）

１５年 ５月 ・１５，１６年度放課後学習チューター配置等に係る調査研究事業指定校

１６年 ４月 ・１６，１７年度心をたがやす国語力向上推進事業拠点校

１８年 ４月 ・甲府署管内「交通安全モデル校」の指定

１１月 ・学校創立６０周年式典

２０年 ２月 ・県教委表彰（健康推進学校）

２１年 ２月 ・屋内体育館竣工（床面積１１３８㎡）竣工式、記念公演「市川高音楽部」

２２年 ４月 ・食缶給食実施 甲府市指定小中連携教育推進校（東中学校区） ～２４年度

２８年 ４月 ・県教委「実践的防災教育推進校」の指定

２９年 ４月 ・創立70周年

今後の予定

５月２４日～２６日修学旅行３年
６月 １日～ ２日林間学校

５日 一斉引き取り訓練
６日～１５日部活動強化旬間

１６日～１７日甲府市総合体育大会
入学式 ３年生１９９名の合唱
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