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甲府市立東中学校

NO、２
学び舎に 風鈴の音が 響く・・♬ 研ぎ澄ませ感性 文責 仙洞田茂雄

学校生活も３か月が過ぎようとしています。この間、行事や大会、定期試験等様々な事がありました。学級

で学年で、そして生徒会としての取り組みなど、学校の進むべき方向がしめされた月日でした。その方向性を

見失わず、一人一人がこの東中学校の一員としてしっかり歩むことができたのではないかと思います。今学期

も残すところ１か月となりました。勉強に部活動にそして、何事にもチャレンジ精神で頑張りましょう。

５月２４日、早朝の山梨を後に、日本人の心のふるさと奈

良・京都への旅が始まりました。３年生がこれまで学んで

きたことは何だったのか、その時がやってきました。奈良へ到着後は、東大寺、興福

寺、春日大社等、どれも旅の始まりにふさわしいものでした。日本人として生まれ、

どんなルーツでどんな歴史が刻まれてきたのか、建造物や人々、そこに流れる時間を

自分なりの感性で受けとめた時間だったと思います。早朝の奈良公園の風景は、きっ

と皆さんの心に残ったことと思います。京都へ入っては、普段学校では味わうことの

できない学習体験に心躍ったことでしょう。国宝や仏像、庭園、これまで写真やテレビでしか見たことのない、

日本文化と歴史を感じる瞬間の連続に、感性を揺さぶられたことは間違いないでしょう。そして何より、仲間

と寝食を共にした貴重な３日間。一人ひとりの心遣い、思い遣り、約束事を守り、助け合い、役割を果たして

いこうとした３年生の姿がとても印象的でした。振り返れば旅の充実感と生涯忘れることのない仲間との強い

絆があの日から、また強くなっていったことと思います。

日本人の心のふるさと奈良・京都で過ごした友人との大切

な時間。多くの出会いと発見。歴史とロマン 深緑につつ

まれた悠久の旅。３年生のこれからの人生の旅のはじまり

となり、最高の思い出として、みなさんの心に永遠に刻ま

れたことでしょう。素晴らしい旅でした。この経験を今後

の学校生活に大いに生かしてください。

この夏２年生は「職場体験学習」を行います。ねらいは ①働くということは、どういうことなのかを
体験する。②身近な父、母の職業（仕事）に対して理解し、感謝の気持ちを持つ。③自分が考えている職業は、自
分のイメージ通りなのか知る。また、職業選択の際の参考とする。④家族以外の多くの大人（社会人）とふれあうこと
を通して社会人として必要なマナーや態度を知る。⑤自分の進路について家族で話し合う機会とする。、
これからの社会は先行き不透明と言われている中、この体験、学びが、次代を生きていく大切な節目になることと

思います。
体験場所は甲府地方検察庁、甲府中央消防署、山梨英和大学附属図書館、山梨

県立科学館、甲府警察署、自衛隊北富士駐屯地、美容室、光と風設計社等。また

各家庭で依頼した事業所７１箇所、保育園，幼稚園、スポーツ店，サッカークラ

ブチーム、スーパー、病院，医院、マスコミ，通信関係等です。２０９名の生徒

が、それぞれの場所で、視野を広め、また一つ大きなステップが踏み出せるよう

に、現在事前学習に取り組んでいます。何卒保護者の皆様のご協力よろしくお願

いいたします。
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６月１日から静岡県御殿場市国立中央青少年交流の家
で林間学校が行なわれました。中学校に入学して最大
の学年行事でしたが、全員目標を達成し、大切な思い
出が一つ刻まれました。この成果を、今後の生活に生
かし、更に成長する姿を見せてほしいと思います。
★１泊２日を共にして★
～林間学校には、中学生活の良いスタートを切ると
いう大切な意味があります。みんなで歩き通した富士
山トレッキング、協力し合った野外炊事、どの場面も、その目的に近づくための
立派な活動でした。そして何より、担任の先生も含め、悩み、考え、みんなでや
り切ったキャンドルサービスでのスタンツは、見ている人たちに感動を与えてく
れました。「炎のように燃える赤学年は、これからさらに成長していくだろう。」
そう確信することができました。～

平成29年度東中学校林間学校団長（火の神） 教頭 鈴木 仁

２年生の取り組みから
自主学習の取り組みが始まり、３か月が過ぎました。皆

さんどうですか。３年生は受験勉強で、その対策に追われて
いると思います。１・２年生の提出状況はおよそ９０％と頑
張っているようです。今回は２年生２名の様子を掲載させて
いただきます。
【生徒作文】
★私はこの青空ノートの取り組みを通して理解していること

と、理解をしていないことがわかるようになりました。青空ノ

ートでは、５教科の全部の教科を学習することができたので、

数学の苦手な問題や、英語で覚えらていない単語などを一から

やり直して、復習することができました。また、ワークやプリ

ントの問題で、間違えた問題をもう一度やり直しをして、解けるようにもなりました。それでも解けなかった

問題はどこを間違えたかを、青空ノートに書いてテスト前に見返しができようにしました。そして、１日の学

習が終わったら、今日わかったこと、覚えたこと、先生に聞きたいことは、必ず書くようにしました。こうし

た学習をしていったら、中間テストの結果が上がり、苦手な教科も少しづ

つ点数を上げることができました。《２年６組 駒井里帆》

★私たちの学年では青空ノートという家庭学習をより充実させるために、

５教科を勉強する取り組みをしています。私はこの青空ノートをテスト前

などに見直しをしやすくするために色を分けたり、一語一句覚えられるよ

うになるべく余分なスペースをつくらないで、たくさん書くようにしてい

ます。そしてこのノートの取り組みをして２つの成果が出ました。一つ目

は家庭学習をより内容の深いものにできたことです。１日ずつ教科が決ま

っているため、一つの教科を集中的に学習することができ、学習への意欲

が増しました。二つ目は中間テストや定期テストのための復習ができるこ

とです。毎日行なうので、その日の授業の復習として行えば、一日一日の

授業をしっかり頭にたたきこむことができます。かりに「わからない」と

いうところをノートで発見できたなら、次の日に先生に聞けば解決できま

す。わからないところを放置しないで済むところも青空ノートのよいとこ

ろだと思います。最後に、私はこの青空ノートを毎日やってこそ意味があ

ると思います。これまで以上に内容の濃いものにしていきたいと思います。

《２年４組 寉田優衣》
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６月１６日、１７日両日で甲府市総合体育大会が行われました。各部とも、

早朝練習、放課後と、それぞれの目標に向かって頑張ってきました。結果につ

いては、それぞれの思い描いていたものとは違った部もあるかもしれませんが、

チームで、また個人で流したうれし涙、悔し涙は決して無駄にはなりません。

壮行会での全校生徒と応援委員の激励、東中生全員でエールを送った壮行会。

特に３年生の３年間の貴重な体験は、中学校生活の思い出として、これからの

心の支えとなっていくものと思います。県大会出場の選手の今後の活躍、そし

て、更に関東・全国大会へと勝ち進むことを期待しています。なお、紙面の関係で、勝ち上がり結果、タイム

等の詳細を全て掲載できないことをお詫びいたします。

種目 種別 結果
野球 １位 決勝戦（対北中）７－３
サッカー １位 決勝戦（対西中）２－２、ＰＫ６－５
ハンドボール １位 決勝15-2
バスケットボール 男子 ２位 決勝戦（対城南中）５０－５８
バスケットボール 女子 ２位 決勝戦（対上条中）４６－６０
バレーボール ３位 決勝リーグ１勝２敗
バドミントン 女子団体 １位
バドミントン 男子団体 予選敗退 対学院１－２、対北東１－２
ソフトテニス 男・女団体 敗退
テニス 男 ダブルス １位 蘒原健太・佐藤天馬

ダブルス ３位 大芝孝太・田波星月
ダブルス ベスト８ 菅野京介・大橋嶺太
シングル 県大会出場 保坂慧斗 平山遥人

テニス 女 ダブルス ベスト８ 泉愛栞・泉夢結
ダブルス ベスト８ 古屋美海・荻野結那
ダブルス 県大会出場 内藤萌々香・小宮山乃々花
シングル 県大会出場 佐野美空 反田雛

剣道 男子団体 ６位 県総体出場
剣道 個人 予選敗退
卓球 男 団体 予選敗退 予選リーグ５位
陸上 共通男子８００ｍ ３位 天野峻矢
陸上 共通男子１５００ｍ ４位 萱沼俊哉
陸上 １年男子１５００ｍ ３位 岡 朔太郎
陸上 共通女子２００ｍ ３位 小林沙羅
陸上 共通女子１００ｍＨ ２位 村松美波
陸上 共通女子走高跳 ３位 仲島朋花
陸上 共通女子砲丸投 ２位 仲島朋花
陸上 ２年女子走高跳 ２位 川田京珠
陸上 ２年女子砲丸投 ２位 三井希紘
陸上 ２年女子砲丸投 ３位 坂本かりん
陸上 １年女子４×１００Ｒ ３位 西村優花、菱山那柚、内田茜、井上小春
陸上 １年女子走幅跳 １位 菱山那柚
陸上 共通女子総合 ３位
陸上 ２年女子総合 ２位
水泳 男子５０ｍ自由形 ３位 新澤 開
空手 個人組手 ３位 塩島陽斗
新体操 個人 １位 松原楓歩
新体操 個人 ２位 中川結己奈
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～ 笑顔あふれる「思いやり」のまち 甲府～

今年度本校が甲府市少年議会自治庁校として、活動の中心となっていく

ことが決まり、少年市長には坂田柊介君が任命されました。今年度の活動

方針が市内小学校２７校、中学校１５校の代表８４名が一堂に介して、私

たちのまち「甲府」の未来にむけて話し合われました。当日は樋口雄一甲

府市長をはじめ、長谷川義高教育長をお迎えし会が始まりました。

樋口市長からは「人がつどい 心がかよう 笑顔あふれるまち 甲府」

を実現するために、市民の生活向上を第一

に考え、市政に取り組んでおります。特に

夢を持てるような未来を確かなものとする

ためには、スピード感と発想力、そして決断力をもって、市政に取り組むこと

が私の使命であると考えています。皆さんが学校を少しでもよくするために行

動しているように、私も甲府市のリーダーとして甲

府市をよくしようと努力しています。本日の甲府市

少年議会の話し合いが実り多いものとなり、甲府市

全ての学校の皆さんが、楽しく明るい学校生活が送

れますように願っています。」と挨拶がありました。今後の活動は、それぞれの学

校が取り組み、ブロック会議を経てまとめていくということで閉会しました。帰り

際、事務局校の運営等について、長谷川教育長から大変お褒めの言葉を受けました。

３年生の活躍が光る少年議会でした。

東中今昔物語 ２

全校生徒 １９１３名！
学校の歴史を振り返ってみると、本校は、昭和２２年３月に甲府市立東

中学校と校名を定め誕生しました。全校生徒の変遷をみると、昭和３１年

には、１年生６３２名、２年生６６７名、３年生６１４名、全校生徒１９

１３名と記録にあります。皆さん想像できますか。またその年の卒業生の

動向をみると、全日制高校進学者は３０５名、就職者は２５２名、在家庭

２３名、その他という状況でした。この数字から皆さんはどんなことを感

じるでしょうか。しばし、その時代にタイムスリップして考えてみること

も大切ですね。

さて、７０周年記念事業の企画として、現在１１月１日の合唱コンクールにおいて、２０１６年、日本一

になった日本航空高校太鼓隊、そして、３月アメリカカリフォルニア州で開かれたダンス世界大会「ポン・

ソングリーダー部門」で優勝した甲府商業高校ソングリーダー部 の演奏・演技を予定しています。また、

この７０年の歴史を振り返ることができるよう、校舎内への掲示物、歴史の書物の展示をしながら、甲府東

中学校の過去から未来への扉を開き、みんなが考える節目にしていきたいと考えています。日本一、世界一

になるには何が大切なのか、心と体で感じ、７０年の節目を思い出深いものにしてほしいと思います。秋の

記念事業、生徒の皆さんも楽しみにしていてください。

今後の予定
６月２４日 オープンスクール
６月２６日 代休

２８日～２９日 期末テスト
７月 ３日 こころの日（部活動なし）

４日 到達度確認テスト
５日 ネットトラブル 講習会
６日 第２回ＰＴＡ執行部会常任委員会

夏を前にプール清掃する３年生


