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甲府市立東中学校

NO、６
秋風に たなびく雲の たえまより もれいづる月の 影のさやけき 文責 仙洞田茂雄

誇り高き 東中文化の香り求めて 第４２回東輝祭大成功！

９月２０日～２５日、第４２回東輝祭が開催されました。本年度のテー

マは「花咲けパッカン～大きな蕾が今開花～」１学期より長い時間をかけ

て生徒会執行部を中心に全校で取り組んできました。今年は連日４０度近

い記録的な猛暑や、台風の上陸等という中で、発表・展示・競技への準備

・練習を重ねてきました。また、前線の影響で、厳しい気象状況の中での

実施となり、途中から雨が降る中、生徒も職員も気持ちを切らすことなく

３日間の東輝祭全てを実施することができました。

発表部門では、ソーラン節、演劇、

吹奏楽部の演奏、美術部、学年展示、

学級旗など多くの感動をのせて繰り広げられました。学年発表は年々レ

ベルが上がり、どの学年も、素晴らしい発表で、目頭が熱くなることが

何度もあり、観衆の皆さんも大きく心が動かされたと思います。

競技部門では、天候不順の為、２日間かけての実施となりましたが、

学級・学年の枠を超え必死で取組む姿が今でも目に焼き付いています。

ブロック競技、長縄、ムカデや学級対抗リレーなど、雨の中、笑顔あ

り涙あり、歓喜の渦の中で見えた生徒の気迫に何度も感動しました。中

心になり活躍した３年生からは、「これが中学校生活最後の学園祭なんだ」

という何とも言えない想いを感じることができました。

閉祭式では、勝者も敗者もない、全てをやり遂げた達成感の中、「ケサラ」の大合唱がいつまでも心に響き渡

りました。東輝祭の余韻に浸りながら思い出の１コマ１コマを振り返り、気合の入った応援に来年度への思い

や伝統が引き継がれていきました。初めての東輝祭に全力で頑張った１年生、成

長ぶりをいかんなく発揮した２年生の素晴らしさ、

随所に感動的な場面を見せ、新たな道を築き全校を

リードし精一杯頑張った３年生、そして涙。笑顔の

花に囲まれ、第４２回東輝祭は最高の思い出として、

５７９名みなさん一人ひとりの心に「青春の１ペー

ジ」として刻まれたことと思います。素晴らしい東

輝祭でした。

「 笑顔あふれた最高の３日間 」 生徒会 ３年２組 深澤 春奈

「花咲けパッカン～大きな蕾が今開花～」今年度の東輝祭はこのテーマから始まりました。このテーマには、

今までの日常生活で積み重ねてきた力を東輝祭で発揮し、たくさんの笑顔の花を咲かせたいという想いが込め

られていました。今回の東輝祭は色とりどりの笑顔の花が咲き誇った、このテーマにふさわしいものになった

と感じています。夏休みが明け、すぐに始まった東輝祭の取り組み。競技・展示・発表などの部門の活動は、

全員が自分の仕事に責任を持ち、本気で取り組むことができたと思います。しかし、各学年発表の取り組みや

クラスごとの競技練習では、しっかりと気持ちがつくれていない人、集中力がない人がいて、限られた時間を

無駄にしてしまうこともありました。ですが、リーダーを中心とする仲間の声か

けにより、だんだんと、一人ひとりが、もっと頑張らなきゃと思うことができる

ようになったと思います。東輝祭前日、全校合唱ケサラの練習をした時には、全

員が大きな声を出し、東輝祭に向けての気持ちをしっかりつくることができたと

思います。そして、東輝祭当日。一人ひとりの頑張りが一つになり、大成功で終

えることができました。取り組みも含め、この東輝祭を通して、東中全員の心や

力が一つになり、たくさんの笑顔の花を咲かせることができたと思います。この
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花をさらに輝かせることができるように、今後も東中一丸となって頑張っていきた

いです。

学年全員の力が一つになり、輝く想いが全校に響いた学年発表、仲間を励ます声、

そして、みんなで肩を組んで歌ったケサラ。３日間で創った輝く思い出は、私の最

高の宝物になりました。全校生徒の皆さん、ご協力ありがとうございました。

「 東輝祭を終えて 」 １年２組 丸山よしか

１学年の学年発表が成功して本当に良かったです。また、自分達も今まで

の中で最高の演技ができてとても良かったです。２．３年生の劇は１年生の

劇とは違い、「これが１年生と２・３年生の違いなんだな」と思いました。ワ

イヤーを使ったり、大道具などもすごいなと思いました。来年や再来年自分

達も、あんな劇がつくれるように頑張ろうと楽しみにもなりました。

２年生は「命の大切さ」、３年生は「戦争を語りついでいく」というテーマ

で、それぞれテーマは違っていたけど、「命」や「戦争」という大切な事が伝

わってきました。３年生はアカペラでの歌がありすごいと思いました。私は

この東輝祭で３学年がそれぞれ違うテーマをもって、一つ一つの劇からたくさんの事を教えてもらうことがで

きました。

「 東輝祭を終えて 」 ２年４組 菱山 那柚

１番心に残っているのは、２年生の学年発表です。私は「ブンナよ木

から降りてこい」の劇では主役のブンナでした。私にとって初めての演

劇。しかも主役、最初はワクワクした気持ちで一杯でした。しかし、

セリフも振り付けも何度も指導が入り、少しづつ演劇に対して難しいと

いう言葉を当てはめていくようになりました。でも私は学年の代表。自

分達の発表が成功するようにと場面にあった音響や照明を考えたり、喉が痛くなるまで合唱の練習をしたりと、

誰か一人の為、みんなの為に頑張る仲間の姿を見て、学年の代表として、私の役目を果たそうと気持ちが強く

なりました。つらい練習を乗り越えて本番に臨んだ私達はブンナのように、大きく心を成長させることができ

たと思います。

１ １学年 ＣＯＳＭＯＳ 芸術の秋。早いもので、合唱コンクールまで残りわず

２ １年５組 あの素晴らしい愛をもう一度 かとなりました。各クラスとも最後の追い込みで、一生

３ １年１組 Let’s search for Tomorrow 懸命です。９月の東輝祭では、発表・競技に見せた中学

４ １年４組 今を生きる 生のパワーを感じましたが、合唱コンクールではまた違

５ １年２組 明日へ った一面を見せてくれることと思います。その成長ぶり

６ １年３組 この星に生まれて を多くの方に見て頂きたいと思います。

７ ２学年 みんなひとつの生命だから 14 ３学年 大地讃頌

８ ２年２組 時の旅人 15 ３年５組 Soon-ah will be done

９ ２年３組 心の瞳 16 ３年６組 言葉にすれば

10 ２年５組 あなたへ～旅立ちに寄せるメッセージ 17 ３年３組 証

11 ２年４組 ＹＥＬＬ 18 ３年２組 プレゼント

12 ２年６組 走る川 19 ３年１組 最上川舟唄

13 ２年１組 ＨＥＩＷＡの鐘 20 ３年４組 虹
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第５５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！

こうふドリームキャンパス

こうふ開府５００年記念事業 原口元気選手両親来校
こうふ開府５００年記念事業として、市ゆかり

の著名人が体験談などを通して夢を持つことの素

晴らしさを語る「こうふドリームキャンパス」の

一環として行われています。９月１２日、本校で

は、サッカー・ワールドカップのロシア大会日本

代表選手として活躍した原口元気選手の母で甲府

市出身の玲子さん（里垣小、甲府東中、甲府東高

校の卒業生）から、講演を頂く機会を得ることになりました。元気選手や家族のことを紹介し、ロシア大会で

活躍した日本代表メンバーの中には、中学校時代は評価が低かった選手が複数

いることを説明。「それでも自分をの力を信じて頑張り、日本サッカーを引っ

張る存在になった。好きなことを簡単に諦めないでほしい」と３年生２０９名

に呼びかけられました。講演前や講演中には、元気選手の紹介動画や、元気選

手本人から３年生に向けてのビデオメッセージが流されました。清水慎之助生

徒会長はお礼の言葉の中で「今後は困難なことがあっても自分を信じて頑張っ

ていきたい」と挨拶しました。校舎の中には寄贈された原口元気選手のサイン

入りフラッグが展示してありますので、来校の際はご覧ください。

第５５回甲府市中学校新人体育大会　野球の部 Aパート　優勝（県大会出場）

第５５回甲府市中学校新人体育大会　サッカーの部 ３位（県大会出場）

第５５回甲府市中学校新人体育大会　バレーボールの部 ３回戦敗退

第５５回甲府市中学校新人体育大会　バスケットボールの部　男子 ５位（県大会出場）

第５５回甲府市中学校新人体育大会　バスケットボールの部　女子 ２回戦敗退

第５６回甲府市中学校新人体育大会　卓球の部　 予選リーグ　敗退

第５５回甲府市中学校新人体育大会　ソフトテニスの部男子 個人：初戦敗退　団体：不参加

第５５回甲府市中学校新人体育大会　ソフトテニスの部女子 個人：３回戦敗退２名　伊東・海野　（県大会出場）　団体：２回戦敗退

第５５回甲府市中学校新人体育大会　テニスの部男子

男子ダブルス　　　　１位　小池・望月（県大会出場）
　　　　　　　　　　３位　村松・大橋（県大会出場）
　　　　　　　　　　　　　藤巻・小比賀（県大会出用）
　　　　　　　　ベスト８　大塚・須田（県大会出場）
男子シングルス　ベスト８　小林（県大会出場）
　　　　　　　　　　１６　駒谷（県大会出場）
　　　　　　　　　　１６　保坂（県大会出場）

第５５回甲府市中学校新人体育大会　テニスの部女子
女子ダブルス　　ベスト８　神宮司・藤原（県大会出場）
　　　　　　　　　　１２　河口・甘利（県大会出場）
女子シングルス　　　１６　天野（県大会出場）
　　　　　　　　　　１６　清水（県大会出場）

第５５回甲府市中学校新人体育大会　ハンドボールの部 優勝（県大会出場）

第５５回甲府市中学校新人体育大会　陸上競技の部

共通女子総合２位　共通女子１００Ｈ　２位　井上　　２００ｍ　２位　井上
　　　　１００ｍ　　　　３位　菱山　　走幅跳　　１位　菱山
　　　　走高跳　　　　　１位　村松
　　　　４×１００ｍＲ　３位　川田・菱山・内田・菱山
共通男子８００ｍ　　　　１位　岡
１年男子４００ｍ　　　　３位　大塚

第５５回甲府市中学校新人体育大会　剣道の部 男子団体　３位

第５５回甲府市中学校新人体育大会　バドミントンの部男子 男子団体　３位

第５５回甲府市中学校新人体育大会　バドミントンの部女子 女子団体　３位

第５５回甲府市中学校新人体育大会　水泳の部
男子５０ｍ背泳ぎ　３位　齋藤
男子５０ｍ平泳ぎ　３位　藤原

第５５回甲府市中学校新人体育大会　空手の部 男子個人組手　１位　髙橋

第５５回甲府市中学校新人体育大会　新体操の部
ボール　　１位　中川　　　２位　松原
クラブ　　１位　松原　　　２位　中川
個人総合　１位　中川　　　２位　松原
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甲府市立東中学校２年 小林 美月

あいさつを交わす…。あいさつとは、「交わす」ものなのですね。当然、一人ではできません。交わし合って、

人と人とのつながりを感じ合うものがあいさつです。だからこそ、私たちは幼いころから、あいさつの大切さ

を教えられてきたのだと思うのです。 朝、家を出ると、おばあさんとすれ違います。あいさつをすると、笑

顔で「おはよう」と返してくれます。団地に住んでいる私は、階段や敷地内で、さまざまな人とすれ違います。

朝でも昼でも夕方でも夜でも、あいさつを交わし合う毎日です。名前を知らない人もいます。自然に交わし合

うものとして、私にはあいさつが身についています。

実は、私、このあいさつを交わし合うだけの人に、救われたことがあるのです。友達とけんかをしてしまっ

た私は、そのとき「きっと大丈夫、仲直りできる」と思っていました。しかし、次の日、学校に行くと、なん

だか嫌悪なムードが漂っていて、話しかけることさえできませんでした。「このまま仲直りできなかったらどう

しよう。」私は、不安に包まれました。暗い気持ちで家に帰りました。一人ぼっちの下校でした。家の近くで、

毎朝あいさつを交わすおばあさんとすれ違いました。私は、いつもと同じように「こんにちは」とあいさつを

しました。あいさつをしたつもりでした。おばあさんはあいさつを返してくれません。二人は立ち止まりまし

た。そして、おばあさんは「どうしたの、元気がないよ。何かあった？」と私に声をかけてきました。友達の

ことで頭がいっぱいだった私は、おばあさんの話す意味がしばらく理解できませんでした。おばあさんが私を

心配してくれていることが分かった私は、少しためらいながら「友達とけんかしちゃって…」と答えました。

するとおばあさんは、素敵な笑顔を作って「あなたなら大丈夫だよ。元気を出して」と声をかけてくれました。

私もおばあさんの笑顔につられて、笑顔を作りました。

私は、あいさつの様子から人の感情を察することができるということに、驚きを覚えました。おばあさんは、

私とあいさつを交わし合う中で、私の感情を読み取ってくれたのです。私は、おばあさんの一言から勇気をも

らいました。友達とも仲直りすることができました。そして、このことがきっかけとなり、私は、ご近所さん

との関わりについて、少し考えるようになりました。

今、世間では、家庭内暴力やいじめなどで、つらい思いをしている子どもが数多くいると聞きます。中には、

そのつらさから、自ら命を絶ってしまう人もいるようです。そのような子供達を助けることができるのは、や

はり、身近な大人なのだろうと思います。思春期まっただ中の私たちには、なかなか大人に相談できない悩み

もあります。しかし、あの日、わたしが交わしたあいさつと、何気ない会話は、相談と言うほどのものではな

いけれど、十分に私の心のもやを晴らしてくれました。少し距離のある大人だからこそなのかもしれません。

だから、私は地域のつながりが大切なのかもしれないと考えています。そして、そのはじまりが、あいさつな

のでしょう。

インターネットの犯罪発生率番付によると４７都道府県中第３０位が山梨県です。悪くありません。でも、

私たちがあいさつから始めて、もっと安全で、もっと安心な、もっと楽しい山梨県をつくりましょう。そして、

私たちがあいさつから始めて、犯罪のない関係をみんなで築いていきましょう。

保護者の皆様へ 平成３１年度PTA役員へのご協力お願いいたします
過日行われた東輝祭では、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。本

校の様子、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。

中学生という純粋で多感な時期に、全校で一つになって一生懸命取り組む姿に、改めて東中生の素晴らしさ

を感じました。生徒は行事を通して多くのことを学びます。学ぶことは変わること、取り組みの中で日々成長

し変わっていく姿を、我々教師もしっかりと見つめていき、生徒と共に学び、更に本校学校教育を推進させて

いきたいと思います。さて、今年も残り２か月となり、来年度への準備の時期にも入りました。学校では後期

役員が決まり、いよいよ来年度への生徒会本部役員選挙への取り組みが始まろうとしています。そのような中、

１１月に入りますと、来年度の PTA 役員選考へのアンケートが配付されます。現在子ども達も全力で頑張って
います。本校が更に前進できるよう職員も心一つに取組んでいきますので、皆様のご協力をお願いいたします。

今後の予定

１０月３１日 合唱コンクール
１１月 ３日 文化の日

５日 きずなの日
７日 ３年進路説明会
１４日～１６日３年進路相談
２０日 県民の日
２６日～２７日期末テスト


