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甲府市立東中学校

NO、６
文責 仙洞田茂雄

心豊かな秋過ぎて 合唱響く学び舎に

雪の南アルプス、色づく山々、凛とした空気に時の流れを感

じる季節となりました。１１月１日、本校体育館において、合唱

コンクールが行われました。今年も大勢の保護者の皆さまをお迎

えする中、開催できましたこと嬉しく思います。学園祭が終わり、

各クラスで曲を決め、合唱委員を中心に、指揮者・伴奏者・パー

トリーダーとともに一人ひとりが歌詞に込められた想いや、曲を

理解し表現の仕方を試行錯誤し、各クラスとも様々な方法で練習

を重ねていました。時にぶつかり合いながらも、自分達の目標達成のため、心を合わせることができた思い出の時間が

刻まれたことと思います。

講師には昨年に引き続き、埴原美枝子先生をお迎えし、講評をいただきました。先生も

終始感激しておられ、「どのクラスも合唱を通して学んできた皆さんの想いが伝わる素晴ら

しいものでした。合わせて７０周年記念事業まで見させて頂き感激しました。こんな時間

をご一緒させて頂き私の方が幸せです。ありがとうございました。来年更に成長した皆さ

んにお会いできる事を期待しています。」と話されていました。季節は秋から冬、そして春

へ。学校創立７０年の節目を迎えた今年。想いのこもった歌声が響く学び舎を今後も生徒

とともに築いていきたいと思います。

内容 発表者 合唱曲目 指揮 伴奏

学年合唱 １学年 遠い日の歌 内田 茜 丸山えま

最優秀賞 １年２組 命あるかぎり 相川 凛 難波いつき

優秀賞 １年６組 マイバラード 丸山えま 佐々木由佳

学年合唱 ２学年 明日の空にはばたけるつばさを 鬼頭卓人 西村涼葉

最優秀賞 ２年６組 響き合う命 小林柊介 桐山愛未

優秀賞 ２年５組 木 琴 池谷幸眞 杉本沙耶

学年合唱 ３学年 農夫と土・大地讃頌 小林蘭是・国本萌花 岩下美月・荻野結那

最優秀賞 ３年１組 海の匂い 天野峻矢 荻野結那

優秀賞 ３年２組 一詩人の最後の歌 小林蘭是 根深あずみ

優秀賞 ３年４組 家族になろうよ 齋藤陽菜 佐野蒼衣

学校創立７０周年に寄せて 東中生へ 第２２代校長 土橋一彦先生
東中学校を最後に退職して１０年、７０歳。この度は、学校創立７０周年記念式典に招待され、久しぶりに

学校の様子が拝見できること嬉しく思いました。式典での全校生徒による校歌の大きさに圧倒されました。安
心しきった顔の表情、先生方に愛されていることを確信しました。東中７０年の伝統の力は、その学校の３年
生の姿だと言われています。３年生の自信に満ちあふれた見事な学年合唱。３年生の頼もしい姿。東中で学ぶ
１・２年生は、その３年生の姿を明確な目標として、頑張っている学び舎、東中に私も関われたことを大変嬉
しく思いました。日本航空高校の腹に響き渡る「和太鼓」、甲府商業高校の躍動感あふれる表現のダンス。み
ずみずしい感性に満ちた君たちと体験でき、至福の時間を過ごすことができました。
人間同士が触れあい、エネルギーに満ちあふれた東中。学校は、生徒だけが成長するところではなく、実は

教師自身も成長する場である、と思いました。教師が育たない学校に、生徒が育つは
ずがないと私は思うからです。７０周年を節目に学び舎として、生徒と教師が一緒に
なって、学びの質を高め、励み、一層発展することを祈っています。仙洞田校長をは
じめ先生方、生徒の皆さんに、うれしさをお伝えしたく筆を執りました。
(土橋先生早速お手紙を頂きありがとうございました。未来に向け、地域に根差した
誇れる東中学校を生徒と共に目指し頑張っていきたいと思います。)
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学校創立７０周年記念事業 日本一！日本航空高校太鼓隊 世界一！甲府商業ソングリーダー部
この度、学校創立記念事業の一環として２つの高校を招待しました。当日は

歴代校長、同窓会、学校評議員等のの皆様をお招きし、お祝いの言葉を頂き、

生徒の心に残る事業となり職員一同嬉しく思っています。日本航空高校太鼓隊

は、２０１６年１２月に「太鼓祭inソニックシティ2016第8回日本一決定戦」に

出場し見事優勝を決め日本一を獲得いたしました。2位のチームに大差をつけて

の優勝。毎年、全国大会優勝を目指して、毎日２時間から４時間の猛練習をし

ているそうです。全国の太鼓演奏大会では、日本航空高校に勝つことを目標に

各チームが必死に練習してくるそうです。５０名を越える高校生の迫力の演技、

感動の拍手が鳴りやまない中、真剣で迫力ある太鼓隊の演奏にきっと心揺さぶ

られたことと思います。また、甲府商業高校ソングリーダー部は、今年の３月、アメリカ カリフォルニア州において世

界大会となる「ミスダンスドリルチーム インターナショナル in

ＵＳＡ」が開催され、日本代

表の1チームとして出場し、

ポン・ソングリーダー部門で

見事優勝しました！

1996年の山梨インターハイ

開会式のパレードリーダーを

務めた生徒の強い希望がかな

い、同好会としてスタート。

わずか16年で、全国大会でも

常に上位入賞する実力校となりました。部員のほとんどが高校に入学してから、ダンスに初めて取り組みます。「全国１

位」を目指して毎日練習をしていますが、上級生が下級生の指導をすべて行うことで、自然と仲の良い連帯感のあるチ

ーム作りができているそうです。また、一人ひとりが自主的に技術の向上にも努めていることも、強さの秘訣だそうで

す。運動部に負けず劣らず考え体力を消耗する厳しい競技だそうです。両校の日本一、世界一の素晴らしい演奏・演技

は７０周年の節目にふさわしく、その躍動感は、本校の未来に向けてのパワーをもらった瞬間でもありました。両校合

わせて８０名の高校生の皆さんから大きなエールをもらいました。ありがとうございました。

学校創立７０周年記念事業 日本文化美術鑑賞体験学習実施 ～ 豊かな感性と創造力を ～
１１月１０日、７０周年記念事業の一環で、美術鑑賞授業を全校が学年単位で実施しました。静岡県箱根町にあるＭ

ＯＡ美術館の坂本さん、石附さん２名の美術文化インストラクターをお招きし、「日本文化を学ぶ（道徳）」として、 国

宝「紅白梅図屏風 尾形光琳 江戸時代 １８世紀」をテーマに屏風鑑賞学習を展開しました。大変貴重なものですが、

生徒玄関にそのレプリカを飾り、尾形光琳の屏風等に隠された世界観を共有し、創造力をかきたてる豊かな感性を育む

学びになったことと思います。

★尾形光琳の作品では絵の中に同じ形の花があると知った時に、絵の中にこんな面白さがあるのかと驚きました。今ま

での美術鑑賞は面白さや美しさが理解できなかったので、今回感じた美しさや面白さをこれからの鑑賞でも見つけてい

きたいです。また、美術というのは描く人によって全く違う作品に見えたり印象が変わるということが良く分かりまし

た。今回の絵を見て、人間は絵を見て美しいと思う理由が分かってきたので良かったです。今回の授業では日本文化の

楽しさについてたくさん学ぶことができたので良かったです。ありがとうございました。 ２年５組 山田 拓巳 ★

★美術館の作品はどれも細部までこだわって作られている作品ばかりでとてもきれいで興味深いと思いました。私達中

学生は、あまり日本文化というものにふれたり、美術館に行ったりする機会がなかったけれど、これからは生きていく

上で、日本の美術に関心をもつことが大切ではないかと考えました。 ２年２組 安田 理紗 ★
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東中学校 学区小中連携 英語担当者会議開く
新学習指導要領を目前に、英語が小学校段階から大幅に導入されます。本校でも小学

校との連携として、学区小学校の英語担当者と本校職員による、初めての英語担当者会

議を開催しました。１１月１４日に本校の３年生の授業を小学校の先生が見ていただく

機会をもうけました。英語科の浅尾教諭は１時間の授業全てを英語で行ない、それに応

える生徒の姿にこれからの英語教育の方向性を見ることができました。今後も積極的に連携し、子ども達の未来へ

の教育課題を乗り越えていきたいと考えています。

★生徒との良好な人間関係の上に成り立った落ち着いた雰囲気の授業。教師の生徒にこういう力をつけさせたい

という強い思い，しっかりした指導意図，見通しを持った計画，そして，生徒の学びたいという気持ち，それが重

なり合い，こういう素晴らしい授業が成立できるんだと感じました。平成３２年度に全面実施される小学校「外国

語科」に向けて，今後もさらに中学校との連携を深めながら，私たち教師が学び，取り組んでいきたいと考えてい

ます。貴重な学びの時間を持つことができました。ありがとうございました。【善誘館小学校 校長 川口ますみ】

★３年生の授業を参観させていただきありがとうございました。落ち着いた雰囲

気と３年生の生徒の学ぼうとする姿勢のすばらしさを感じた５０分でした。中でも、

英語による浅尾先生の指示や質問に対して、テンポ良く反応していることに驚かさ

れました。３年生が集中して授業に臨んでいるからだけでなく、これまでの努力や

積み重ねがあるからこそだと思いました。また、小学

校のとの共通点も印象に残りました。新出語句の学習

では、BINGO やフラッシュカード、ジェスチャーをな

ど、様々な手立てで繰り返し確認をしていましたが、

小学校でも、絵カードによる BINGO や動作化をしなが
ら言葉を学んでいます。外国語活動では、Reading・Writing はありませんが、Listening
・Speaking が、中学校の英語へとつながっているということも実際に授業を見ること
で、実感することができました。 【英語担当 善誘館小学校 神宮司香織】

後期 学級役員認証式 学級・学年 更なる飛躍を期待しています
「はい！」どの生徒も呼名の返事は素晴らしく、後期学級役員（委員長

・副委員長）の認証式が厳粛の中、行われました。選ばれた各学級でのそ

れぞれの役職、総勢全校１６６名の皆さんの力は、１年のまとめに向かい、学校を動かす原動力と

なります。多くの人の意見を聞きながら、学級の課題を改善し、良いところを伸ばし、常に向上心

をもち、意欲的、創造的に学級の中心となり活躍してほしいと願っています。意欲に満ちた役員さ

んの輝く目、誇れる学級・学年を目指し、東中学校を創り上げてほしいと期待しています。

委員長 男子副委員長 女子副委員長 議長 書記 庶務

１組 入倉孝太 渡邊陽太 小口芽依 磯野巧弥 河口紗果 ハインキアヌ 佐藤優衣 望月淳真 小林百咲華

１ ２組 朴 承韓 飯島稜凱 甘利文音 黒澤拓真 早川明希 古屋 和 細田美陽 角田翔太 相川 凜

３組 菱山那柚 三井雅裕 長田一花 小澤純弥 藤原美咲 平林海輝 神宮司愛莉 須田恒太郎 日向亮太朗

年 ４組 廣﨑もえ 村松 漣 小林美月 小林柊哉 神野藤愛果 駒井雅哉 川隅遥香 渡邉京司 八木三織優

５組 下條元陽 新澤 開 春日美羽 荻野愛美 長田愛加 桐生光陽 髙山光輝 秋山実乃凜 和田幸音

６組 岡朔太郎 森屋駿介 天野紗世 佐藤 楓 西野羽流 米倉詩苑 青木かんな 雨宮巧実 長田侑生

１組 渡邉優人 櫻原 空 大杉愛心 関口日向 水庭琴美 西村涼葉 桑原蒼宙 前島采佳 米倉来海

２ ２組 藤澤 凜 小宮山響 坂本実優 三浦颯也 相原伯斗 茂手木美空 窪田真衣 塩釜淳史 飯窪 来

３組 手塚麻結 永野創大 藤原リコ 内藤乃愛 望月星空 伊藤太陽 浅川舞衣 小松蒼空 後藤壮太

年 ４組 白鳥稜汰 雨宮良偉 内田千央里 若尾祐奈 土屋若葉 土橋琉偉 佐々木有彩 内田真人 深澤椰々

５組 高原彩杜 三井功太郎 小林瑠波 渡邊彦明 大塚結愛 上野 雛 藤原 怜 落合 輝 楯 穂高

６組 古屋玲菜 河西優希 川田京珠 佐藤秀太 加賀美羅菜 小林柊介 大貫 涼 武井勇真 堀内愛澄

１組 天野峻矢 髙田愛斗 河西里保 坂田柊介 小林久起 古屋美海 濱上さくら 猪股利史 村松美波

３ ２組 笹本葉月 市村海斗 持田梨名 樋口広大 富澤沙来 角屋乃愛 宮本萌々香 萱沼俊哉 酒井深桜

３組 小澤宏一郎 窪田怜克士 丸山美菜子 伏見永城 小林沙羅 八木瑠伎奈 淺沼来幸 楠 詩織 山本彩夏

年 ４組 初鹿璃々花 若林真夢 田村瑠梨 久保川陽太 繁藤美玖 鶴田海音 藤原綾乃 阿部拓実 田口綾乃

５組 仲島朋花 渡辺 和 相良さつき 沼崎壮陽 野中華鈴 海野 葵 篠田恋花 向山昂希 中山瑞稀

６組 国本萌花 田邊大雅 菊地柚羽 依田恭弥 三井このみ 泉 夢結 梶原優花 中込 渉 小池栞理

７－A 委員長 難波小次郎 副委員長 渡邊裕斗 ７－C 委員長 下坂蒼一郎 ７－D 委員長 山内玖恩
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第５４回甲府市新人体育大会 「部活の東中」伝統は３年生から１・２年生へ受け継がられました！
バドミントン 男子団体1位 バドミントン部男子 個人総合 １位

女子団体２位 バドミントン部女子 個人フープ １位 松原 楓歩 １年１組

ハンドボール 女子 2位 ハンドボール部 個人ボール ２位

バスケットボール 女子 3位 バスケ部女子 新体操 個人総合 ２位

バレーボール 女子 3位 バレー部女子 個人フープ３位 中川結己奈 １年２組

男子シングルス２位 穂坂 彗斗 ２年４組 個人ボール １位

テニス 男子ダブルス３位 高見澤優晴 ２年１組

渡邊 航大 ２年３組

１年男子８００ｍ ３位 岡 朔太郎 １年６組 柔道 -66Kg級 １位 荻野 慎大 ２年６組

１年女子１００ｍH １位 井上 小春 １年２組 相撲 個人 １位 荻野 慎大 ２年６組

１年女子走幅跳 １位 菱山 那柚 １年３組 空手道 男子個人組み手 １位 塩島 陽斗 ２年１組

１年女子 西村 優花 １年３組 空手道 女子個人組み手 ３位 太田 ユキ ２年２組

陸上競技 ４×１００ｍR１位 菱山 那柚 １年３組

村松 愛渚 １年１組

井上 小春 １年２組

１年女子 総合 ２位 陸上部１年女子

共通女子４００ｍ １位 玉置 夏美 ２年６組

共通女子走幅跳 １位 川田 京珠 ２年６組

平成２９年度山梨県新人体育大会での活躍
第３５回山梨県中学校新人野球大会 ３位 野球部
第６５回山梨県中学校新人サッカー大会 ３位 サッカー部

３位 男子テニス部
男子シングルス ３位 穂坂 彗斗 ２年４組

第３５回山梨県中学校新人テニス大会 男子ダブルス ３位 塩釜 淳史 ２年２組
藤巻 空 ２年６組

第３０回山梨県中学校新人陸上競技大会 共通女子走高跳 ３位 川田 京珠 ２年６組
個人フープ １位 中川結己奈 １年２組

第３０回山梨県中学校新人新体操大会 個人ボール ３位 中川結己奈 １年２組
個人総合 ２位 中川結己奈 １年２組

第４３回山梨県中学校新人柔道大会 男子個人６６ｋｇ級 ２位 荻野 慎大 ２年６組
第３９回山梨県中学校新人相撲大会 個人中量級 １位 荻野 慎大 ２年６組
第５７回山梨県中学校新人水泳競技大会 １学年男子１００ｍ自由形 １位 新澤 開 １年５組

１学年男子 ５０ｍ自由形 １位 新澤 開 １年５組
第１９回山梨県中学校新人空手道大会 男子団体組手 １位 空手部

男子団体形 ３位

第２７回山梨県中学校新人バドミントン大会 男子団体 ３位 バドミントン部男子

保護者・地域の皆様へ
過日行われた合唱コンクール・学校創立７０周年記念事業では、大勢の保護者の皆さま、地

域の皆さまにご来場頂き心より御礼申し上げます。延べ４００名の参観をいただき、文化・芸

術といった分野に生徒の輝く姿をご覧いただけたのではないかと思っています。豊かで、みず

みずしい感性を備えた中学生の時期に、様々なことに触れ、感じ、考え、学ぶことは大切です。

東中生の素晴らしさを、今後もさらに伸ばせるよう全職員一丸となって学び、取り組んでいきたいと考えています。

学校創立７０周年を大きな節目として、心豊かにたくましく「文武両道」をかかげ、生徒と共に学び続ける学校教

育を推進させていきたいと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。

今後の予定
１２月５日 到達度確認テスト

７日 立会演説会
８日 生徒会役員選挙
１５日 愛校作業
２０日～２５日 三者懇談
２６日 ２学期終業式
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