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甲府市立東中学校

NO、３
あらゆる失敗は成功に向かう第一歩である 文責 仙洞田茂雄

新緑の葉が影を落とし、木陰にふと立ち止まると清々しい風に心が揺れ、家族で歩いた懐かしい場所を思い出す。

梅雨の合間に見る澄み切った青空は、何故か心を浄化し、爽やかな一瞬を感じる季節となった。

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、

それを学ぶ時がやってきました。奈良へ到着、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。

２日目、京都に入ってからは、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。

●「青空日記～一生忘れない青春の１ページ～」が私達の青学年のテーマでした。３年間の最大行事。仲間

と行く最初で最後の修学旅行はとっても楽しく、このテーマ通りに忘れられない思い出となりました。東中学

校に入り、私は１番楽しみにしていた行事がこの修学旅行でした。２年

生の後半から事前学習の取り組みが始まり、みんなワクワクしていたと

思います。そして、３年生になってからは、あっという間に時間が過ぎ

てしまい、旅行当日を迎えました。私はお土産を沢山買おうと思ってい

ましたが、それより自主見学などで、道を進むのに一生懸命で少ししか

買えませんでした。自分たちの考えた見学コースを進むのにバスを乗り

間違えたり、道に迷ったりとトラブル続出で困りましたが、仲間と共に

乗り越えることができました。また、

座禅で心を清めることができたり、多

くの歴史を体感できたりと、普段は味

わうことのできない特別な３日間となりました。修学旅行も終わり、３年生

にとってこれからは行事が少なくなっていきますが、、学んだことを今後の生

活に生かすことができるように、最高学年として精一杯頑張っていきます。

（実行委員長 ３年６組 中澤夏鈴）
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昨年度から取組んでいる「自主学習」も２年目を迎えています。全校の平均提出

率は９０％を超え、日によっては１００％提出という時もあるようです。学習の習

慣を目指し、生徒自ら学びに取り組むことは、生涯にわたって必要な力であること

は言うまでもありません。習慣化から定着へ、定着から創造性のある豊かな学びに

つながるよう、生徒の成長を目指していきたいと思います。今回は２年生の取り組

みの様子を紹介したいと思います。

●「今日もやらなくちゃ」私は家に帰ったらすぐに「七色ノート」（自主学習ノー
ト）をする。やることが多くて忙しい時も１日１ページ以上は絶対にすると心に決

めている。学習内容もなるべくいろいろな教科をするように心がけている。七色ノ

ートに前向きに取り組むようになってから、苦手な教科もだんだんわかるようにな

って楽しくなった。日々の家庭学習の積み重ねが大事なんだと思った。これからも

しっかり家庭学習に取り組んでいきたい。（２年１組 武政星南）● 私は七色ノー

トを苦手な部分を補うために使っています。復習に使うと授業しか分からなかっ

たことが整理されて理解できるようになりました。また、授業で理解できたと思

ったことが、意外と分かっていないことに気付くこともありました。予習で使っ

た時には授業がよく頭に入りました。ノートをつくる時にはシンプルにまとめる

ことを心がけています。これからは、授業で興味を持ったことをさらに深く勉強

して楽しめたらいいです。（２年６組 西村優花）●「自主学習」が何につながる

か。ただノートに書くだけの人や何も考えずにする人もいると思います。プリン

トをやって貼ることもプラスにはなっていると思いますが、ワークの問題を書い

て、自分で解いた方が授業の復習にもつながると思います。毎日コツコツと集中

して取組めば、理解力や知識もアップするだけでなく、ノートづくりも見やすく

書けるようになると思います。毎回しっかり提出し、更に向上させていきたいと

思います。（２年２組 岡朔太郎）●自主学習とは自主的に学習をするという意味

ですが、「めんどくさい」「やらなくていいや」と思ったりすることもあるかもし

れません。しかし、たった１ページ、たった３０分でも復習や予習、今日勉強したことなど、ノートにまとめ

てみると、「分からない」から「分かった」に変わり、自分が苦手なところもできるようになるかもしれません。

そして、できるようになると「おもしろいな」と少しでも感じると思います。「努力は地道にコツコツ」ですね。

（２年４組 早川明希）★自分なりの目標をもって取り組んでいる様子が伺えます。「継続は力なり」日々の努

力が様々な面で自信となり、生涯学習の「学び」の基礎となることを大いに期待しています。

６月４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」
平成３０年度東中学校林間学校団長（火の神） 教頭 山本 豊

６月４日・５日に行われた林間学校。団長を務めさせていただいた教頭の山本です。天候にも恵まれ、大きな

ケガや事故もなく、生徒の笑顔を見て、元気な声を聞いていた二日間となり

ました。その中で、心に強く感じたことが三つあります。一つ目は様々な場面で見た一人ひとりの生徒の力です。

集会の中で突然「学校紹介を」と言われて、立派なスピーチをする生徒。一日目のフィールドワークで、疲れた

顔をしている友達に声をかける生徒。飯盒すいさんの後の炊事場を、自分の分担場所ではなくても、ひたすら竹

ぼうきで掃除する生徒。真っ先に笑顔であいさつをする生徒。集会で「静かにしよう」と声をかける生徒。たく

さんの生徒が輝いている場面を見ることができました。二つ目は学級でまとまろうとする力です。これは何より

も一日目の夜の「学級スタンツ」で感じました。五つのクラスがそれぞれ個性を出し、自分たちのまとまりと決

意を表現して、歌い、踊り、大きな声を出していた様子に、感動しました。三つ目は全体で決めたことを守ろうとする学年の力です。特に集合や

整列は後になるにしたがって素早くなり、有効に時間が使えるようになっていました。事前の取り組みの素晴らしい成果だとも思います。忘れて

はいけないのは、その取り組みの中心となった学年生徒会本部の生徒の頑張り、支えてくれた学年の先生方の力です。感謝しましょう。 二日目

の飯盒すいさんの片づけを、熱心に丁寧にした分時間がかかり、甲府への到着時間が遅れてしまいました。お待たせした保護者の皆様には本当に

申し訳ありませんでした。 もちろん、学年、学級、個人として、まだまだ成長していかなければならない面もあります。この旅行で見えてきた

課題もあるでしょう。この林間学校の経験が、君たち一学年をさらに大きく成長させてくれると期待しています。がんばりましたね、一年生。
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バドミントン 男子団体 ２位 女子団体 ３位 県大会出場

ハンドボール 女子 ２位 県大会出場

柔道 66ｋｇ級 1位 荻野 慎大 県大会出場

新体操 個人総合 ２位 中川結己奈 得点22.49県大会出場

個人総合 ３位 松原 楓歩 得点21.15県大会出場

個人フープ 1位 中川結己奈 得点11.64

個人フープ ３位 松原楓歩 得点10.65

個人ボール ２位 中川結己奈 得点10.85

個人ボール３位 松原楓歩 得点10.50

サッカー Aパート ２位 県大会出場

野球 Aパート ２位 県大会出場

バレーボール ６位

男子バスケットボール ４位 県大会出場

女子バスケットボール ４位 県大会出場

男子ソフトテニス 団体 初戦敗退

女子ソフトテニス 団体 ベスト８

男子テニス 男子ダブルス ３位 小林聖也 駒谷 楓 県大会出場

男子ダブルス ３位 塩釜淳史 藤巻 空 県大会出場

ダブルス ベスト８ 渡邉航大 高見澤優晴 県大会出場

ダブルス ベスト１２ 小池旺介 雨宮功英 県大会出場

シングル ベスト１６ 穂坂 彗斗 県大会出場

女子テニス シングルス ベスト１６ 隺田優衣 県大会出場

ダブルス ベスト８ 向山愛唯 渡辺千那 県大会出場

ダブルス ベスト１２ 手塚麻結 藤原リコ 県大会出場

卓球 男子団体 予選敗退

剣道 男子団体初戦敗退 男子個人戦、女子個人戦は初戦または２回戦敗退

水泳 男子団体 ８位 女子団体 ８位

陸上 共通男子100m ７位 内田真人

共通男子4×100mR ８位 初鹿野、内田、城田、岡

2年男子800ｍ 1位 岡朔太郎 2'11''15県大会出場

２年男子800m７位 初鹿野迅

２年男子走幅跳８位 城田勇人 ※共通女子総合２位 得点46

共通女子砲丸投げ３位 三井希紘 7m00県大会出場

共通女子走幅跳３位 共通女子走高跳１位 川田京珠 4m06県大会出場 1m45県大会出場

共通女子200m３位 玉置夏実 30''03県大会出場

共通女子100mH３位 共通女子砲丸投４位 坂本かりん 18"18県大会出場

共通女子走高跳６位 小林瑠波

共通女子800m ７位 共通女子1500m７位 小澤梓珠貴

共通女子4×100mR７位 三井、川田、坂本、玉置 ※２年女子総合 ３位 得点29

２年女子走幅跳１位 ２年女子100m ４位 菱山那柚 4m52県大会出場

２年女子100mH３位 井上小春 18"22県大会出場

２年女子走高跳 ４位 ２年女子砲丸投 ６位 村松愛渚 県大会出場

２年女子走高跳８位 大木遙加

２年女子砲丸投８位 西村優花

１年女子100m ５位 三浦佳都

１年女子4×100mR５位 小林、三浦、井出、黒木

１年女子走幅跳７位 井出はるね

１年女子走幅跳８位 黒木みゆう

相撲 団体 １位 東・城南中（合同）県大会出場

個人 1位 荻野 慎大 県大会出場

空手 男子組手 ２位 髙橋祐哉 県大会出場

男子組手 ４位 塩島陽斗 県大会出場
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自然と人の心の「間」で 通り過ぎた風 ６月は環境月間

♪ 夏が来れば思い出す 遙かな尾瀬 遠い空 霧の中に浮かび来る 優しい影 野の小道

水芭蕉の花が 咲いている 夢見て咲いている 水のほとり シャクナゲ色に 黄昏れる遙かな尾瀬 遠い空 ♪

美しい尾瀬の風景を歌にした「夏の思い出」人は自然の静けさの中にいると、忘れかけていた自分、素直でありのままの自分に

戻れる。四季折々の美しさを見せる尾瀬。その豊かな自然は、長い歴史の中、尾瀬を愛する多くの人々の努力によって守られてき

たものである。

尾瀬を守る 長蔵小屋の三代 ◆祖父、平野長蔵が尾瀬に入った 1890 年（明治 23 年）は、まさに近代日本が発展し
ようとする時代。尾瀬にダム建設計画が浮上していた。自然破壊が始まろうとする中、長蔵は“生命を守る”自然

保護運動を続け、その活動は息子長英、孫長靖へと受け継がれた。◆ 1960年（昭和 36年）以降、尾瀬への道路工事
は進み、木を切り倒し花の咲く山腹をけずり、泉をもえぐり取ってしまった。やがて苦労して歩いていた尾瀬への

山道は車道に変わり、手軽に自然を楽しもうとする登山者であふれていった。その結果、湿原が踏み荒らされごみ

が山積し、汚水が流れ出すようになった。◆長靖は高校を卒業すると、京都大学文学部へと進んだ。卒業後は北海

道新聞社へ入るが、家業を継ぐはずであった弟が亡くなり、自然破壊が急激に進む尾瀬に戻ることとなった。「過疎

の村には、観光しか生きていく道はない。保護よりまず生活だ。」という地元の人たちと「自然か人間かではなく、

自然も人間も共に守らなければ」という長靖の考えは対立していった。眠る間もなく「尾瀬の保護」を訴え、署名

運動や集会に走り回った長靖。その結果、1971 年（昭和 46 年）に工事中止が決まった。しかし、道路計画そのもの
の結論が出たわけではなかった。◆長靖はこの年の 12 月 1 日、従業員と雪の降る早朝、東京での「守る会」に出席
するために山小屋を出発。三平峠の頂上に着いた時、雪は激しさを増し、夕闇が立ちこめ始めていた。気温は急激

に下がり、長靖はこれまでの疲労と寒さで足はもつれ、立ち上がる力さえ残っていなかった。そして一ノ瀬の休憩

所の手前で力尽きてしまった。◆尾瀬の自然の中で過ごした楽しかった年月、三人の子どものことを思い出しなが

ら「ぼくは、尾瀬に生まれ育って本当に幸せだった。生涯に悔いはなかった」と最後の言葉を残した。◆ 4年後、1975
年（昭和 50 年）国も県も、将来にわたり自動車は通さないという決定を下す。尾瀬が「自然と人は、もっと仲良く
暮らそうよ」と悲鳴を上げている。この声を聞き取った青年。彼の墓石には最後に小屋を出る時に残した言葉が刻

まれている。「守る 峠の道を 鳥たちのすみかを みんなの尾瀬を 人間にとって 本当に大切なものを」

2008 年、今、尾瀬湿原の乾燥化を予感させる現象が起きているという記事（山梨日々新聞）が目に止まった。「気象観測デ

ータによると、６月の最高平均気温は 50 年間で 2.6 度上昇。年間降水日数は減る一方、集中豪雨の傾向は強まり、
植生回復のため移植した植物群落は土壌ごと流され、尾瀬の生態系は足元から揺らいでいる。川の水が減り、山頂

付近に自生する貴重な植物が急激な変化にさらされている。また、雪の減少でかつて尾瀬にいなかったシカが急増

し、水芭蕉やニッコウキスゲを食い荒らしてしまう。このままでは湿原はもたない。」

科学技術の発達とともに、私達の生活が便利になったことは言うまでもないが、失ったものも計りしれない。地

球規模で進む自然環境破壊はまさにその一つである。世界中で起きている環境異変、自然破壊等その背景にある原

因はいろいろ考えられる。しかし、そのもとをつくってきたのは、私たち「人」である。「人は自分で生きているの

ではなく、自然によって生かされている」作家、司馬遼太郎さんの言葉を思い出す時、自然と向き合い、人の心と

向き合うことの大切さを改めて考えさせられる。

日々の喧騒を忘れる自然の静けさの中で、目を閉じ耳を澄ませ、通り過ぎる風を感じながら、自分と向き合う時

間を持ちたい。人と自然の命を守る運動は、親子三代にわたる歴史を経て、様々な環境保護運動へと広がった。

1972 年（昭和 47 年）尾瀬から始まった自然保護運動の一つ「ゴミの持ち帰り運動」は、環境問題を考える先駆け
となったのである。

今、尾瀬の遅い春は終わり、夏に向かう・・。 【参考文献】尾瀬を守る人々：後藤充著 大日本図書、 小学校国語教科書 光村図書、他

今後の予定
６月２７日～２８日 期末テスト
７月 ２日 きずなの日（部活動なし）

３日 到達度確認テスト
４日 ネットトラブル 講習会
５日 第２回ＰＴＡ執行部会常任委員会

１３日 教育講演会「熱中症予防」
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