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甲府市立東中学校

NO、１１
春は花 夏ホトトギス 秋は月 冬雪すぎて すずしかりけり 文責 仙洞田茂雄

素晴らしかった 卒業証書授与式
３月１３日、平成２９年度第７１回卒業証書授与式を、厳粛の中にも感動の式を行うことができました。

小林教育部長様、反田ＰＴＡ会長様より励ましの言葉をいただき、卒業生１９９名は新たな目標を持ち、そ

れぞれの夢に向かい旅立っていきました。これまで保護者の皆様、地域の皆様に支えられながら健やかに育

ってきた生徒も、いずれ地域で活躍できる人として、大きく成長していくことと思います。どうぞ今後とも

温かく見守って頂きたいと思います。また、在校生にとっては、１年後、２年後の自分の姿を想いながら、

大切な１日となったことと思います。１５歳の純粋な気持を受け止めた素晴らしい卒業式でした。

（下記は「はなむけのことば」の一部です）

空は穏やかに晴れ渡り 通いなれた道に 春の光が降り注ぐ 木々のつぼみが膨らみ

鳥のさえずりが聞こえ 心わきだつ景色の中に 爽やかな風が吹き抜ける今日の佳き日

ここに平成二十九年度 第七十一回卒業証書授与式を挙行することができました

ご来賓の皆様のご臨席を賜り 卒業生の門出に華を添えていただきましたこと心より感謝申し上げます

今 中学校生活を静かに振り返りその思い出の中に新たな自分を発見し

成長した自分自身を見ることができたことと思います

毎日勉強に 係り活動に 時にぶつかり共に泣き 笑った友と過ごした教室での時間

団結と友情の素晴らしさを体感し 汗と涙と歓喜の叫びが今でも聞こえてきそうな東輝祭

友と意見を交わしながら 何度も何度も繰り返し練習した合唱コンクール

早朝から 毎日遅くまで厳しい練習に励み うれし涙、悔し涙を流した部活動

寝食をともにし 夜遅くまで語り合い 爽やかな初夏の奈良 京都を歩いた修学旅行の思い出は

生涯忘れられないものとなったと思います

本日の門出にあたり 私の好きな若山牧水のうたを紹介します

白鳥は かなしからずや 空の青 海のあをにも 染まずただよふ

一面に広がる青い海と 青い空を背景に飛ぶ 純白の鳥を描いたこの作品は 明治四十年につくられ

教科書にも紹介されています 真っ白なしらとりを純粋な少年の心におきかえ どんな思いで飛んでいる

のだろうか 一人で飛んでいてさみしくないのか 広い世界に 旅立つ今 いつまでも染まることなく

純白のその心のままに飛んでいてほしい そんな願いを感じ取ることができます

今日 卒業を節目に新たな旅が始まります

作家 沢木耕太郎さんの著書「旅する力」にはこんな一節があります

「旅は人間がいかに小さいかを教えてくれる場である。そして、大きくなるための力をつけてくれる場で

もある。旅はもうひとつの学校。入るのも自由出るのも自由。大きなものを得ることも出来るが、失う

こともある。教師は世界の人々であり、教室は世界そのものである。

これから旅に出る人にもう一つ言葉を贈りたい。旅に教科書はない。教科書をつくるのはあなたなのだ」

雲一つない真っ青な空の中 それぞれの夢に向かい 染まらず力強く羽ばたいて下さい

人生という新たな旅 世界を教室にして 自分自身の可能性を翼に未来を切り開いて下さい

皆さんの限りない前途を祝福し 今後の活躍と健康を心からお祈りし はなむけのことばといたします

平成三十年三月十三日 甲府市市立東中学校 校長 仙洞田 茂雄

卒業生１９９名 それぞれの夢に向かい

未来に向け巣立っていきました
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平成３０年度新生徒会本部活動開始！

新生徒会本部が結成されて初めての行事３年生に贈る会が終わ
り、在校生が力を合わせて大成功のうちに終了することができま
した。卒業していった１９９名の３年生は、きっとの心のどこか
で感謝し、飛躍を心に誓い、後輩へこの伝統を引き継いだことと
思います。卒業式も終わり、来年度の生徒会本部全員が揃いまし
たので、紹介をし、今回は送る言葉を担当した関口さんよりこれ
までの感想を含め掲載させていただきます。

「３年生の姿を見て」 生徒会副会長 関口日向

３年生がいなくなってからもう６日が経とうとしています。今までお世話になった３年生に、私たちは精一

杯の力を合わせて３贈会、卒業式を行いました。

３贈会は生徒が中心となって創る会でした。３年生の今までの感謝の気持ちを届けるため、また、３年生に

今の私たちを見せる挑戦の会でもありました。３贈会当日は大成功に終わりました。しかし、やっぱり一番す

ごいと感じたのは３年生でした。２年生、１年生の発表をはるかに超える３年生の発表には本当に圧倒されま

した。３年生のすごさを感じ、２年生が今の３年生を超えられるかとても不安になるくらい、本当に素晴らし

い会でした。

卒業式では、２年生、１年生はあまり役はありませんが、一糸乱れぬ動きで、全校の心を一つにして臨んだ

式でした。卒業証書を授与される瞬間や、別れの言葉、合唱は本当に感動するものでした。また、３年間、努

力した３年生の目からこぼれ落ちる涙は、本当に美しいものでした。

３年生はいつも私たちを支えてくれました。次は私たち１，２年生が東中の顔になります。私たちも今の３

年生を超える３年生を目指して全員で頑張っていきたいと思います。

平成３０年度 生徒会本部役員
会 長：清水慎之助 副 会 長 ：河西玄太 関口日向
事務局長：藤澤 凜 議 長 ：深澤春奈 大塚結愛
書 記：伊藤太陽 渡辺千那 専門局長 ：坂本かりん専門局次長 ：小林柊哉

部活動局長 ：玉置夏実 部活動局次長 ：小林美月

２０１８ 高校入試 県教委出題方針は？
本年度高校入試の出題方法について、県教委から発表があったものをまとめてみました。尚、本校教諭、

保坂久信先生が国語の解答と分析を掲載されたものも（山日 3 月 8 日掲載）載せておきましたので、受験
傾向を知り１・２年生は今後の高校入試に備えていきましょう。
「～全体として思考力、判断力、表現力を問う内容で、平均点 50 ～ 60 点を想定して作成した。次期学習
指導要領が求める「主体的・対話的で深い学び」を踏まえ、会話文による考察場面を取り入れた。●国語
は、多くの中学校で取り入れている幼児と触れあい体験を題材にするなど、他教科と関連付けた。昨年度
は文章の見方や考え方を指示された形式で表現する力を問う出題の正答率は低かったが、今回も引き続き
出題した。●社会は、2 つの情報を関連付けて問題点を記述する問題を出したほか、山梨の産業や観光と
関連付けた問題も設けた。また、時事問題への関心を確認した。●数学は、基礎的な計算力から、想像力
を働かせて空間を把握する力、数式を処理する力や数学的な考え方を幅広く問う出題とした。●理科は、
結露や山びこなどの自然現象、緊急地震速報の仕組みなど、身近な素材を使って知識や活用力を問う内容
とした。グラフなどを使って理科的事象を数学的に処理、判断する問題も設けた。
●英語は、リスニングの比重を例年通り 3割程度とした。昨年は平均点が
40点台だったことから、聞く文章の単語数を削減。聞き取った情報を元
に図を見て答えるなどの工夫をした。
読解問題は防災訓練や国際ボランティアをテーマとし、内容を理解し、

英語で表現する力を検査した～」 （山日新聞 3 月 8 日より抜粋）
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国語 的確な読解力が必用 保坂久信先生より

大問５問の出題。一は漢字の読み書きと書写に関する問題。漢字の読みは新常用漢字からの出題が二問、
書写は点画や筆順の変化という行書の特徴の基本が問われた。二は「話すこと・聞くこと」領域の問題。
話し合いの場面において、相手や場に応じて課題の解決に向けて話し合う力、また、話合いを進行する司
会の役割についての設問であった。三は説明的文章の読解問題。接続語や指示語などの基本的な言葉の力
が問われた。また、情報を図表などに整理したり、文章を比較したりすることを通して、より正確な読解
につなげるといった読解力を問う出題内容であった。四は日常生活の中にある故事成語に関わる古文の問
題。古文の言葉のきまり、和歌の表現技法だけでなく、漢文の読解に必要な基本的な返り点の力が問われ
た。五は文学的文章の読解問題。内容理解、筆者が意図した構成や展開のねらいを理解する力が問われた。
基本的な文章解釈の力を問う問題であった。あわせて、二百四十字の作文も出題された。条件で指示され
ている形式と内容を理解し、生活経験を具体的にし、課題に対する自分の考えを書く力が問われた。

★保坂先生は今年度 1年間、山梨日日新聞の受験対策シリーズで傾向と対策を担当されました。
聞きたい事のある人は職員室 保坂先生を訪ねてきてください。★

本年度の公立私立高校進学状況 １・２年生も新たなスタートです！

高校名 増減 高校名 増減 高校名

北杜 普通 １ 日川 普通 ５ 山梨学院 普通ＰＧ ０
韮崎工業 工業（一括） ２ 巨摩 普通 １ 進学 ５
甲府一 普通 ７ 山梨英和 普通 ３ 東海大甲府 普通 ５

探求 ３ 甲斐清和 普通 １０ 甲府工業 定時制 １
甲府西 普通 ５ 駿台甲府 普通 ３ 中央定時制 普通午前 １
甲府南 普通 ９ 美術 １ 普通午後 ３

理数 １ 県外公立 ２ 甲斐清和 音楽 １
甲府東 普通 ２４ 笛吹 普通 １４ 日本航空 普通 １

理数コース １ 食品化学 ５ かえで 普通 ２
甲府工業 機械 ４ 果樹園芸 １ 桃花台 産業技術 １

電気 ２ 総合 １１ 通信制 ４
建築 １ 県内就職 １
電子 ３ 山梨 普通 １０

市川 英語 １ 塩山 普通 １
甲府城西 総合 １３ 商業（一括） ２

都留興譲館 普通 １
甲府昭和 普通 ７ 甲府商業 商業 ９
帝京第三 普通 １ 情報処理 １０

この１年、学校だよりを通し、本校の教育活動を紹介しながら、地域に根ざす学校教育を目指し、職員一同

取り組んできました。しかし、まだまだ取り組まなければならない課題は山積しております。今後とも保護者

・地域の皆様のご協力を頂きながら東中教育を更に推進していきたいと考えております。よろしくお願い申し

上げます。

来年も 生徒と共に 夢を追いかけ 追い続けたい １年間ありがとうございました 東中学校職員一同
今後の予定
４月 ６日 入学式

９日 始業式 新任式 対面式
１０日 きずなの日 給食開始 部活動なし
１１日 新入生歓迎会
１３日 防災訓練
１７日 全国学力学習状況調査 3 年 県学力把握調査 2 年
１８日 ＰＴＡ授業参観・学級懇談会・学年総会・ＰＴＡ総会
１９日 甲教協 部活動なし
２３日～２６日家庭訪問
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巣立ち進級 夢創造の時
仙洞田茂雄

空は凛とした青さから、穏やかな青空にゆっくり変わり始めた。残雪の山々 を背景に、道端に咲く菜の花が風に揺れ、
雪解けの水の流れが遠くから聞こえてくるようだ。いつもの朝、いつもの道、いつもの風が少しずつ変わる。

期待と不安が交錯する春、この１年の様々 な想いが脳裏を駆けめぐる季節となりました。

命をつなぐ ・2007年 第１回東京マラソン

2007年２月１８日、大都会の主要な道路を封鎖し、
一般市民を含む東京マラソンは終了した。この大会を
安全に運営していく裏には、関係者の大変な苦労があ
ったに違いない。ゴール手荷物の引き渡しでは、膨大
な数を整理する高校生ボランティアに「はやくし
ろ！」と罵声をあびせる大人の心ない姿が見られたと
いう。そんな中、ある新聞記事に目がとまった。２人
のランナーがゴール前の路上で倒れ、一時心肺停止状
態になったというのだ。現場に真っ先に駆けつけたの
は、ボランティアの国士舘大学の学生やＯＢ。彼らの
奔走によって２人は一命をとりとめた。５９歳と５８
歳の男性を救ったのは、心臓マッサージと心臓に電気
ショックを与えて正常な状態に戻す自動体外式除細動
器（ＡＥＤ）を使った迅速な処置だった。救急車で病
院に搬送される間に失われる命。その命を少しでも減
らすために、救急救命士制度ができて16年目の時。今
回参加したのは、その救急救命士やそのタマゴ達、総
勢７０人が、ＡＥＤを背負って、自転車などで巡回し
ていた。機動力を持たせるため、チームに分け、レー
ス開始直後とゴール寸前のコースに、人を重点的に配
置することによって、その機能を充分生かそうとした
関係者。日本独特のやり方が実を結んだことの成果は
大きい。
ＡＥＤは現在、山梨県においても様々な施設・学校

等で普及し、設置されている。かけがえのない命を救
う救急法を本校でもさらに学習し、地域・社会で生か
すことができる人材になってほしいと願ってってい
る。

努力は決して裏切らない・・夢をつなぐ

◆３万人のランナーが参加した記念すべき「第１回東
京マラソン」。参加者は様々な思いでスタートライン
に立ったに違いない。そんな参加者の中に一人のラン
ナーがいた。◆彼女は、１９６６年岡山市生まれ先天性股
関節脱臼で、矯正バンドによる治療を余儀なくされ
る。本人いわく「やんちゃでこれといってとりえのな
い子」５年生の時、そんな彼女を励まし認めてくれた
憧れの先生が指導する陸上部に入る。中学入学後は、
陸上部がないためバスケット部に。何の戦績も残せな
いまま、体育祭でみんなが嫌がる８００ｍに出場し、
３年間連続優勝。そのささいな栄光がその後走り続け
る大きなきっかけとなった。１９８２年高校に進学、陸上
部に入部を希望するが過去に輝かしい成績がないため
断られる。監督のもとに何度も通い続け、ようやく入
部。しかし、人一倍努力はするものの常に補欠。卒業

の時「３年間いつも補欠欄にお前の名前を書くこ
とは私も辛かった」監督のその一言に奮起し、大
学に進学しさらに走り続ける◆彼女の名前は 有
森裕子。後に９２’バルセロナ・９６’アトランタオリ
ンピックマラソンで銀・銅メダルを獲得する。私
は彼女の講演を地元岡山で聞く機会があった。
「こんな私にも何か輝けるものはないだろうかと
模索する日々、一途な思いと努力で人はこんなに
も輝けるのか」とこれまでを素直に振り返る彼
女。講演途中、時折涙をこらえ一点を見つめる彼
女に、聴衆は言葉もなかった。オリンピックでのゴール
直後「自分で自分を褒めたい」あの言葉を私達は
同じ気持ちでかみしめていた◆「神様は誰にも平等
にチャンスを与えてくれる。それをつかもうとす
るかしないかは、自分次第。勇気と決断、素直さ
とひたむきな努力は決して裏切ることはない」と
夢に向かう大きなメッセージをもらった。◆その
後、彼女の視野は更に広がり、カンボジアの地雷
被害者やエイズ予防教育などの支援活動、国連基
金親善大使としての仕事等と幅広く活動してい
る。◆小雨降る都心、途切れることのないその沿
道の人々に応える彼女の最後の雄志は、多くの人
への感謝の気持ちと夢の実現に向け、様々な壁を
乗り越えひたむきに生きることの大切さを私達に
示してくれた。有森さんの信条の一つ「２度とや
ってこない一瞬一瞬を精一杯生きること」真っ青
なあのアトランタの空を背にゴールした彼女を思
い出しながら、胸が熱くなった。

この春、卒業を境に、夢の実現のため新しい生
活に旅立った卒業生。進級を期に、これまでの自
分を振り返り次の目標や期待に胸を膨らませる生
徒全てに、私達からエールを送りたい。

「命の尊さを知り、夢をつなぎ、志を高くもち、
自分のあるべき姿をいつまでも追い求めてほし
い。そして豊かな創造力と考え抜く力を持ち、心
優しく、強くたくましい人に成長してほしい。」

進級おめでとう！
来年 またこの学び舎で、
新たな出会いの中で物語をつくりたい

春にふる なごり雪・・・
いよいよ１年が終わり、また春が来る
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