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甲府市立東中学校

NO、２
実力の差は小さい 努力の差は大きい 文責 仙洞田茂雄

学校が始まり２か月、ＰＴＡ総会、１年生の部活動入部、中間テスト、

各学年の行事への取り組みが始まり、生徒の力で学校が今、大きく前進しています。

前期学級役員決定！ さあ 何を目指すのか 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

一 １組 小池 菜月 渡辺 大翔 石原さくら 小林 泰己 市村 紗楽 土橋 璃空 有野 瑠 土橋 洸介 依田 佳也

２組 丸山よしか 金井 稜真 川村あいり 青柳 永遠 髙柳百々花 山下 昴 内田ひなり 古屋 徹磨 小松 のあ

３組 佐藤 祥太 吉澤 柊人 依田 佳莉 髙原 歩夢 藤巻 晴 髙田 実咲 廣瀬 咲希 齋藤 実来 藤原 聡

年 ４組 西村 一花 小川 加偉 中澤 日瑚 植原 透 鶴田青々羅 仲川 優太 井出はるね 長田 大珠 山本 瑠香

５組 若尾林太朗 川田朔太郎 川井 葵 大石 優輝 則次 紗良 久保島広夢 小野 綾奈 国本 彩花 早川 京香

二 １組 廣﨑 もえ 森屋 駿介 荻野 愛美 長田 愛加 武政 星南 海野 瑞稀 山中 亜弓 三井 雅裕 石原 秀康

２組 岡 朔太郎 宮本 貴大 木俣 はづき 磯野 巧弥 遠藤 あすか 飯島 稜凱 大原 翔 相川 凜 今川 真希

３組 下條 元陽 ハインキアヌ 天野 紗世 荻野 楓 菊地 未柚 日向亮太朗 樋口 大輝 和田 幸音 金子 幸世

年 ４組 菱山 那柚 小林 聖也 丸山 えま 小比賀翔太 青木 かんな 渡邉 陽太 染野 彩 小林百咲華 志村 優空

５組 甘利 文音 新澤 開 神宮司 愛莉 土屋 磨弘 秋山 実乃凛 村松 漣 大貫 美佑 黒澤 拓真 小澤 純弥

６組 野中 宏樹 佐藤 楓 河口 紗果 羽鳥 裕斗 道場 椛 長田 一花 細田 美陽 石川 瑠華 三井 幸乃

三 １組 渡邉 彦明 渡邉 優人 川田 京珠 早川 成美 堀内 愛澄 渡辺 千那 小林 柊介 前島 采佳 堤 凌雅

２組 手塚 麻結 渡邉 航大 小林 瑠波 後藤 壮太 深澤 春奈 藤原 義也 加賀美羅菜 山本 圭吾 落合 輝

３組 大杉 愛心 永野 創大 水庭 琴美 河西 優希 楯 穂高 豊田 結来 杉本 沙耶 大貫 涼 深沢 勁志

年 ４組 白鳥 稜汰 三浦 颯也 古屋 玲菜 荻野 響 志村 朋哉 小林 陽向 浅川 舞衣 小林 紘也 西村 涼葉

５組 藤原 リコ 三井功太郎 内田 千央里 髙野 冴子 河西 玄太 久保寺菜々 内藤 乃愛 萩原 駿斗 高見澤優晴

６組 中澤 夏鈴 荻野 慎大 坂本 実優 伊藤 太陽 内田 真人 奥山 莉乃 山口 愛留 伊藤 蒼翔 佐野 悠希

７Ａ 正木 拓夢 福岡 昴

７Ｂ 下坂蒼一郎

素晴らしかった！前期学級役員認証式
どの学年の生徒も呼名の返事は素晴らしく、とても頼もしく感じられた前期

学級役員（委員長・副委員長）の認証式でした。

選ばれた学級役員の皆さんの力は学校を動かす大きな原動力となります。

学級で、学年で、多くの人の意見を聞きながら、課題を改善し、仲間と共に

乗り越え、良いところを伸ばしていってほしいと思います。

いよいよ３年生は修学旅行、１年生は林

間学校が迫ってきました。また２年生の職

場体験への取り組みも行われる時期にもな

りました。授業・清掃・係活動など日々の活動においてもみんなをリードし、

それぞれが目標に向かい、向上心をもち、意欲的で、創造力をもって学級・

学年の中心となり大いに活躍してほしいと願っています。やる気に満ちた役

員さんの輝く目を見て、地域に誇れる学級・学年・学校がきっと築かれてい

くものと信じています。

５７９名全校生徒の心を一つに 全員の活躍を期待しています
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５月１１日、本年度の第１回生徒総会が体育館で

開催されました。生徒会本部役員を中心にしっか

り計画・運営され本年度の活動方針を全校生徒で

確認することができました。これをもとに各学年、

学級でしっかり取り組めるよう期待しています。

●生徒総会で今年のテーマが「ＦＬＯＷＥＲＳ～

咲き誇れ東雲ＳＭＩＬＥ～」に決まりました。こ

のテーマには、東中生全員が何事も過程を大切にし、それを積み重ねていく

ことでたくさんの笑顔の花を咲かせていきたいという思いが込められていま

す。今回の生徒総会は、このテーマを達成するための第１歩としてふ

さわしい会になったと思います。生徒全員が他人事と考えるのではな

く、東中を笑顔であふれさせるためにはどうしていけば良いのかを深

く考え、積極的に意見を出し、活発な討議を行うことができました。

また、話し合いを行う場面でも、一人一人が自分の意見を仲間に伝え、

活動を行う目的や目標をみんなで考え、定めていくことができました。

今年度の活動はここからがスタートです。今回全員で決めた活動を一

つ一つしっかりとやり通し、たくさんの笑顔の花を咲かせることがで

きるように東中生一丸となって頑張っていきたいです。

（生徒会議長 ３年２組 深澤春奈 ）

５月９日、中国成都市より友好使節団として、中学１・２

年生２０名と校長先生以下職員関係者６名が来校しまし

た。２年生の授業を参観し、体育館では交流会を行い、２

年生の合唱等を披露し、成都市の中学生は朗読や舞踊を披

露してくれました。その後は給食を一緒に食べましたが、

国を越え、言葉の壁を越えすっかり打ちとけ、別れを惜し

む姿に子ども達の純粋な気持ちを受け止めることができま

した。

●中国成都市の友達と会うのは初めてだったので、とても

楽しみでした。授業や体育館での交流の後、クラスで給食

を食べることになりました。その時でした。牛乳をこぼし

てしまった私に、すぐにティッシュを差し出してくれ感激しました。住む国や言葉が違っても、優しさは変わ

らないんだなと、心が温かくなっていくのがわかりました。中国語を話すことはできなかったけれど、笑顔と

心でつながることができた私にとって貴重な時間でした。またいつか会いたいです。（２年６組 長田 一花）

●私は外国の人と身近で交流したりするのは初めてで、少し緊張し

ました。私が一番印象に残っていることは、中国成都市の人達の朗

読でした。言葉は伝わらないけれど、一生懸命言っていることが伝

わってきました。一人で言うのは恥ずかしいことだと思うけれど、

みんなが頑張っていて、すごいなと思いました。給食の時間には一

緒に話もして、交流が深まっていきました。中国の子は英語も話し

ていて私はびっくりしました。私は英語が苦手です。だから、これ

からたくさん勉強していつか積極的に話ができるようになりたいと

思いました。 （２年６組 松原 楓歩）
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その時どうする 危機管理 「 自助 共助 公助 」
甲府市では，東海地震に備え６月４日（月）に市内の小中学校一斉の引き取り訓練を実施することとしていま

す。本校においても校区の小学校と連携し，次のとおり引き取り訓練を実施いたします。また，昨年国は，「地

震の予知は困難である」との認識を示しました。そのため本年度の引き渡し訓練は，予報ではなく，大地震発

生に基づく訓練といたしました。本校では，生徒が在校中の「震度５弱以上の地震発生時」

には，生徒を学校に待機させ保護者による引き取りとしております。災害はいつ起こるか

わかりません。「その時どうする」私達ができることは何か、判断力・決断力・実行力。

災害は学校内で起こるだけではありません。家族で、地域で危機管理意識を

高めていくことが大切です。

【平成３０年度地区別職員担当一覧表】

No 地区（町名） 職 員 H30生徒数

1 東・湯田 宮川 － － － 0
2 東・玉諸 － － －
3 東 － － －
4 里垣Ａ 小林 赤堀 － 45
5 里垣Ｂ 平木 鈴木 市川 － 60
6 里垣Ｃ 保坂由 － － － 14
7 里垣Ｄ 有賀 － － － 10
8 甲運Ａ 那須 江口 中国 赤岡 67 職員エピペン実技講習会５月７日

9 甲運Ｂ 天野 － － － 22
10 甲運Ｃ 浅尾 小澤 － － 78
11 玉諸Ａ 土屋 佐野 平尾 山城 140
12 玉諸・里吉 荻野 高橋 根岸 － 60
13 玉諸Ｂ 茅野 － － － 20
14 琢美・東 保坂久 森本 － － 33
15 琢美 青嶋 － － － 10
16 地区外 近藤 － － － 8
17 ７組 清田 原 迫川 － 11

防災を考えよう 甲府市防災情報ＷＥＢ
ここ数年、日本の各地で地震が発生し、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があります。
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。昨年もお願いしましたが、
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。
★あらゆる災害は突然やってきます。私たちにできることは、災害が起きたときの

ために準備をしておくこと。避難経路を確認し、水や食料のほか、生活用品を常備しておきましょう。日ごろ

の備えが、非常時に私たちを助けてくれます。★
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思い出に刻まれる家族 「家族」 仙洞田茂雄

初夏の青空は高く、太陽の光りが大地に注ぐ。新緑の木々の下を歩いていると、木漏れ日の中に揺れる葉

が影を落とす。ゆっくりと移りゆく季節。木陰で休み、手をつなぎ歩き出す親子連れの後ろ姿が微笑ましい。

背中を追って

◆１０年前、８０歳を過ぎた父と伊豆の温泉に行った。途中通りかかった沼津市は私が幼少時代を過ごした所

であり、国鉄（現ＪＲ）に勤務していた父の思い出の地である。今から５０年前のこと。兄弟でよく遊んだ空き地、

家族で夕食を囲んだアパート、富士山を背に校歌を歌い、日が暮れるまで友人と鉄棒やボール遊びをした学校。

時代は流れても当時の面影を残していた。「この川に落ちて泥だらけになって帰ってきたな」と父。小学校の門

は昔のままで、その前で父と写真。めんこや缶蹴りで遊んだ場所は駐車場にアパートは古びたが残っていた。

家族や友達の声が今にも聞こえてきそうな場所で懐かしさに胸が詰まった。◆私が小３の時だった。仕事帰り

の路上で４、５人の男子高校生が喧嘩をしているところに父が出くわした。そして喧嘩を仲裁した所を私はア

パートの窓越しに怯えながら見ていた。確かこの場所だった。しばらくして父は何事もなかったようにドアを

開け帰ってきた。幼い私にとって、高校生はとてつもなく大きく、勇敢な父の姿はもっと大きく脳裏に焼き付

き、私の心の奥深く刻まれた。◆夜勤や時には徹夜という時もあっただろう。あの頃忙しかった父はテレビで

「巨人の星」を見た私達兄弟と一緒に、夕暮れのアパートの屋上でキャッチボールをしてくれたことを今も忘

れない。◆当時父は４０を過ぎたばかり、とうにその歳を過ぎた自分が、今あのような場面に出会ったら、ど

うだろう。きちんと向き合うことができるだろうか。◆「父と母から教えられた大切なもの」今、私はその一

つひとつをたどりながら、自分自身を振り返り、自分なりの「生き方」を探している。◆母の日が過ぎ、父の

日が来る。「家族の日」があってもいいなと、初夏の空を見上げしばし思い出にひたりながら考えた。

親も子も 自信を持つこと

◆ 2003年 9月 11日、ニューヨークグラウンドゼロメモリアル式典で演奏する一人の日本人がいた。五嶋龍である。３歳からバイオリン

を始め７歳でコンサートデビュー。その後ソリストとして数多くのオーケストラと共演し、多くの賞を受賞。

日本ではＪＲ東日本ＣＭ等に出演。ハーヴァード大学に進学し、天才芸術家と呼ばれる。そのたぐい希な素晴らしい

音色を聴きたくて私はコンサートに足を運んだ。◆南カリフォルニア大学でバイオリンを教える姉みどりをも育てたお母さんの

五嶋節さんは著書の中で語っている。「私の子が特別な才能があると感じたことは今まで全くありません。ただ

子どもは私にとってすごく大事な存在で大切にしてきました。そして、バイオリンは私が教えられる唯一のものでし

たから、教えることは自然のなりゆきでした。厳しい練習の中一番大切に思ってきたことは、子どもに対する

最大限の敬意、尊敬の念です。幼い子が何か一つのことができるようになった時、子どもに対する愛しさがこ

み上げ、本当によく頑張ったね、という気持ちが自然に沸いてきます。かといってご褒美を与えるとか甘やか

したりしません。子どもに対する敬意、尊敬の念だけは私は失ったことがありません。」「今お父さん、お母さ

ん方に伝えたい。子どものためにどうしたらいいのか、と無理に子どもの側に立って悩むのではなく、自分に

自信のあること、自信のあるやり方で子どもに接する、その方が、子どもも自分自身に対して自信を持てるよ

うになっていくのではないでしょうか」と。 ◆五嶋龍は自らのエッセイの中で振り返る ～これまで何度も

「ヴァイオリンをやめたい」と思いながら、それでも続けてきたのはなぜだろう。ヴァイオリンが好きだから、それだけじ

ゃない、ヴァイオリンをやめたら「ただの人」になってしまうようで怖かったからかもしれません。僕は同年代の友

達と同じようにごく普通の子供だけれど、ヴァイオリンだけは友達よりうまく弾ける。この「みんなと同じだけど一

つだけ違う」というのが、僕にとって大切なことでした。それが「個性」とか「存在意義」とかいうものなの

かもしれません。人は誰でも、自分の存在を認めてもらいたい、評価されたい、大切にされたいと思います。

僕の場合、ヴァイオリンはその思いをかなえるためのもの。「自分には誰にも負けない得意なものがある」という大き

な自信を与えてくれます。かりに、何か別のジャンルで友達に挑戦して負けた時、戻っていける場所があるか

ないかで、その後の展開は大きく違ってくるはず僕にとってヴァイオリンは「戻っていける場所」となっています～

《参考文献》「天才の育て方」五嶋節、「ＲＹＵフォトエッセイ」五嶋龍 読売・山梨日々新聞）２００７年「少年」より抜粋」

★自分自身を取り戻す「心の居場所」それは、家族で過ごした尊い時間の中から生まれるものだと私は考える。

今後の予定

５月２７日～２９日 修学旅行３年
３０日 ３年生代休

６月 ４日～ ５日 １年林間学校
４日 一斉引き取り訓練
５日～１４日 部活動強化旬間

１５日～１６日 甲府市総合体育大会
新入生歓迎会


