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甲府市立東中学校

NO、１
さまざまの こと思い出す 桜かな （松尾芭蕉） 文責 仙洞田茂雄

出会いの春 職員生徒 ６２５名 出発!
４月、１７８名の新入生を迎え全校生徒５７９名は、新しい仲間と出会い、不安や緊張感の中で、職

員４６名とともに、新たな出発をしました。早いもので３週間が過ぎ、私達は「夢きよく 道はるか」の
教育指標のもと、授業を大切に、学力向上、部活動、学校行事の充実、互いを高めあう学級、学年を目指
していきます。心を一つにし、心豊かな感性を育て、子ども達の未来に向け、そして一人ひとりの夢の実
現に向け、全力で東中学校を前進せていきたいと考えています。１年間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 山本 豊 国語 教 頭 樋口 文雄 美術

主幹教諭 宮川 佳也 社会 生徒指導主事 平木 和男 数学 初任者研修指導員 赤岡 玲子 家庭

県小中体連理事長 渡辺健太郎 保体 学校教務 上田かおる 英語

養護教諭 赤堀 香澄 事務主査 山本美香里

図書館司 岡 尚恵 学校技能員 小島 裕 給食配膳員 小沼 一江

支援員 山崎 万理 ＦＥＴ マイケル・ダロウ 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 土屋賢一郎 理科 ３年主任 小林 孝 技術

副主任/ 近藤 達夫 理科 副主任/ 市川 秀子 保体 副主任/ 佐野 一記 保体

１組担任 有賀 恵 国語 １組担任 保坂 久信 国語 １組担任 那須 正和 国語

２組担任 中国 挙都 社会 ２組担任 赤堀 智穂 美術 ２組担任 保坂 由美 音楽

３組担任 鈴木 啓太 理科 ３組担任 江口孝一郎 理科 ３組担任 平尾 和樹 社会

４組担任 根岸 幹実 英語 ４組担任 茅野 峻治 数学 ４組担任 小澤あずみ 英語

５組担任 荻野 康 保体 ５組担任 天野 伸泰 社会 ５組担任 森本さくら 保体

６組担任 浅尾 秀樹 英語 ６組担任 髙橋 真人 数学

７組副担 山城 有貴 国語 ７Ｂ担任 清田 礼子 家庭 ７Ｂ担任 原 和恵 理科

(教務） 赤岡 玲子 家庭 支援員 山崎 万理 ７Ｃ担任 迫川 憲 英語

講 師 島崎 涼 音楽 講 師 保坂 弥生 国語 講 師 濵島 賢憲 美術

３年生はいよいよ義務教育最後の年、最上級生として東中学校をリードする学校の顔になりました。また楽

しみにしている修学旅行まで１か月です。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、生涯

最高の思い出になるよう皆さんで協力し成功させて下さい。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、模範となるよう大いに期待していま

す。１年生は「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、これまでの自分をリセ

ットし、新たなスタートをきって下さい。この１年、５７９名の大いなる飛躍を期待しています。

今年度も、スクールカウンセラーとして、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。我が子のことで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、前もって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、優れた見識と豊富な経験から、適切なアドバイスがいただけるものと思います。

この１年、本校の教育を更に推進させるために、何卒ご協力をお願い申し上げます。
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昨年度より、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。昨年度の取り組

みでは年度当初のノート提出率の目

標は７０％でした。しかし１年間を

振り返ってみれば、全校で１年間１

日も休まずノートを提出した生徒は

なんと３０％いました。そして、ほ

とんど休まず取り組んだ生徒は約８

０％という数字でした。目標を大きく上回ったことで、生徒が目標

をもってしっかり取り組むことができるということが確認できまし

た。この成果を今年度にどう生かすか、実践しながら考えていきた

いと思います。１年生も既に取り組みが始まりました。自分に甘え

ず頑張りましょう。

今年は数値目標として、提出率９

０％を先生方と確認しました。一人

一人が３年間の歩みの中で、自信を

持つことができるように積み重ねを大事に頑張ってほしいと思います。今回

は３年生がこれまで、取り組んできた実戦例・感想を紹介します。

●私達３学年は２年生から「青空ノート」という自主学習ノートに取り組

んでいます。学期に１冊取り組んでいて、毎日１ページ学習しているので１

冊全て終わると達成感をとても感じました。普段は家に帰ってからほとんど

家庭学習をすることがなかったので、このノートのおかげで１年間休まず習

慣づけることができました。私達は今年受験生です。「青空ノート」や整理と

対策を使いながら受験勉強をしていきたいです。家庭学習の時間を少しづつ

増やし、勉強に専念していきたいと思います。 （３－３ 藤澤凜）

東中学校では毎朝８時２０分～８時３０分まで、一斉読書を行ってい
ます。たかが１０分、されど１０分。計算上は１ヶ月で３時間以上の読
書時間を持つことができます。短い小説なら十分に読み終えることがで
きるでしょう。その時間を大切にしてほしいという思いで、図書館を入
った場所に「朝読コーナー」を設けました。

朝読書は落ち着いた気持ちで一日を過ごすのに効果的だと
いわれています。誰もが黙って本の文字を追うシーンとした
校内は、静かな文化的な空気が流れます。爽やかに授業に向
かう姿勢が整います。暑い季節「本は心のシャワー」になり、
寒い時期「本は心のストーブ」になることでしょう。気持ち
が揺さぶられるような本に出会う幸せも朝読書の１０分から。
今年も先生方のおすすめ本をはじめ、バラエティに富んだ本
をそろえ、朝読書の充実を目指していきます。

（図書司書 岡 尚恵）
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甲府東中学校運動部活動方針東
平成３０年３月、スポーツ庁「運動部活動ガイドライン」が出され、山梨県教育委員会、甲府市教育委員会

の方針を受け、本校における運動部活動方針を策定することとしました。本校の学校教育方針の中では「部活

動をとおして個性の伸長を図り、体力の向上としなやかな心を育てる」を掲げています。

５７９名の生徒がスポーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り、生涯にわたり心身の健康を保持増進し、

豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を図ることを目指しております。

運動部に入部した生徒が、心身のバランスと健全な成長・学校生活を送ることができ、望ましい活動環境を

構築できるよう、本校の状況を把握し分析しながら、効率的で自主的な部活動を実施したいと思います。生徒

の夢の実現につながるよう、今年度以下の方針で取り組んでいきたいと思います。

学年総会資料 年間計画の中で、今年度部活動休養日を明記しましたのでご参照ください。

年間授業日数は、１年生２０３日、２年生２０２日、３年生１９４日。

放課後部活動を行わない日は、学期別に１学期２７日（３８％）２学期３８日（４８％）３学期２４日（４６％）。

年間では合計８９日、授業日数の４４％を 本校では部活動休養日としています。

●週当たり２日の休養日を設定
・平日に１日の部活動休養日を設定する。

年度当初、年間計画に明記し、今後は学校・学年たより等でお知らせする。

・土曜日及び日曜日にもどちらか１日を休養日としていく。

※ただし、シーズン期（教育内大会予選を含む ４週間前）の週休日に両日活動した場合には、

各部毎、健康管理を考え、休養日をできるだけ翌週のうちに振り替える。

※自転車通学者が７０％いるため、朝練習で時間差登校で安全面が図られている面が現状あるため、

朝練習については基本的に制限はしない。

●１日の活動練習時間は平日２時間程度、休業日３時間程度

・平日の活動はこれまで通り。休業日は実質３時間程度の活動で効率的な部活動運営を行い、 準備・

片付け、反省等を含め４時間を目安とします。しかし、交流・練習試合、講習等で１日となる場合

もあり、各部毎健康面をしっかり把握して対応する。

●運動部顧問複数配置と適正な運動部活動の設置

・複数顧問制をとり、日頃の練習・大会・緊急時等に対応できるようにする。

・運動部数については、職員数から現状が適正と判断しているので増減の予定は現在はなし。

●「年間・月等の活動計画」を作成

・従来通り年間・月・部活動教育計画書を着実に提出し、学校長が把握する。予定等は必要に応じて保

護者等へ配付していく。

・活動実績は顧問が自己管理をしっかり行い、校長も把握する。

●科学的トレーニング・効率的な指導法の工夫

・年間の中で体育科を中心に講習・講演等を行うようにする。。

・必要に応じて外部指導者、部活動指導員の要請等行い、地域や外部との連携を図っていく。

本校の部活動入部状況は９０％で、生徒も教師も活発に活動し「部活の東中」として生徒も誇りに思い活動

しています。今後も限られた時間を有効に使い、生徒の成長、夢に向かい、豊かなスポーツライフの実現に向

け議論し実践してきたいと思います。今年度も、生徒・保護者・地域、そして全職員とともに魅力ある学校づ

くりを目指していきたいと考えます。保護者の皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

甲府東中学校 校長 仙洞田 茂雄
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【４月職員会議で先生方と読み合せた資料の一部です】

春の訪れに・・ 無数の縁に育まれる

春は水彩画を描くように、少しずつ淡い色合いに周囲を染めていく。春の温かさは心を癒してくれるやさしさがある。緑に染まり

はじめた草原に今、満開の桜の花びらが春風に揺られながら舞い落ちてきた。４月、期待と不安が交錯する中で１年が始まる。

全職員・全校生徒 心一つに１年間頑張りますのでよろしくお願いいたします

今後の予定

４月２３日～２６日 家庭訪問 部活動なし

５月 ８日～ 学習強化週間 ５月８日～１５日（中間テスト前）

１１日 生徒総会 放課後部活動なし

１５日 中間テスト ５月１６日

２７日～２９日 修学旅行 ３年生旅行中 部活動なし

先生が、５年生の担任になった時、一人服装が不
潔でだらしなく、どうしても好きになれない少年が
いた。中間記録に先生は少年の悪いことばかりを記
入するようになっていた。

ある時少年の１年生からの記録が目に止まった。
「朗らかで、友達が好きで、人にも親切。勉強もよ
くでき、将来が楽しみ」とある。間違いだ。他の子
の記録に違いない。先生はそう思った。

２年生になると「母親が病気で世話をしなければ
ならず、時々遅刻する」と書かれていた。３年生で
は「母親の病気が悪くなり、疲れていて、教室で居
眠りをする」後半の記録には「母親が死亡。希望を
失い悲しんでいる」とあり、４年生になると「父は
生きる意欲を失い、アルコール依存症となり、子ど
もに暴力をふるう」とあった。

先生の胸に激しい痛みが走った。ダメと決めつけ
ていた子が突然、深い悲しみを生き抜いている生身
の人間として自分の前に立ち現れたきたのだ。
先生にとって目を開かれた瞬間であった。

放課後、先生は少年に声をかけた。
「先生は夕方まで教室で仕事をするから、あなたも
勉強していかない？分からないところは教えてあげ
るから。」 少年は初めて笑顔を見せた。

それから毎日、少年は教室の自分の机で予習復習
を熱心に続けた。授業で少年が初めて手をあげた
時、先生に大きな喜びがわき起こった。
少年は自信を持ち始めていた。

クリスマスの午後だった。少年が小さな包みを
先生の胸に押しつけてきた。後で開けてみると、香
水の瓶だった。亡くなったお母さんが使っていたも
のに違いない。先生はその一滴をつけ、夕暮れに少
年の家を訪ねた。雑然とした部屋で独り本を読んで

いた少年は、気がつくと飛んできて先生の胸に顔を埋
めて叫んだ。「ああ、おかあさんの匂い！

今日は素敵なクリスマスだ。」

６年生では先生は少年の担任ではなくなった。卒業
の時、先生に少年から１枚のカードが届いた。
「先生は僕のお母さんのようです。そして、今まで出
会った中で一番素晴らしい先生でした。」

それから６年。またカードが届いた。
「明日は高校の卒業式です。僕は５年生で先生に担当
してもらって、とても幸せでした。おかげで奨学金を
もらって医学部に進学することができます。」

１０年を経て、またカードがきた。そこには先生と
出会えたことへの感謝と父親に叩かれた体験があるか
ら患者の痛みが分かる医者になれると記され、こう締
めくくられていた。
「僕はよく５年生の時の先生を思い出します。あのま
まだめになってしまう僕を救ってくださった先生を、
神様のように感じます。大人になり、医者になった僕
にとって最高の先生は、５年生の時に担任してくださ
った先生です。」

そして１年。届いたカードは結婚式の招待状だっ
た。「母の席に座ってください。」と、一行書き添え
られていた。
………………………………………
たった１年間の担任の先生との縁。その縁に少年は

無限の光を見い出し、それを拠り所として、それから
の人生を生きた。ここにこの少年の素晴らしさがあ
る。同時に教師という職業がいかに大事な職業かそこ
に聖職たる所以があります。
人は誰でも無数の縁の中で生きている。無数の縁に

育まれ、人はその人生を開花させていく。
大事なのは与えられた縁をどう活かすかである。

《致知 2005年12月号より》

春の訪れに・・・・
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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


