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甲府市立東中学校

NO、８
立春 凛とした空気 残雪が光輝く季節 文責 仙洞田茂雄

春近し 新しい時代の幕開けに
２０１９年。早いもので２月。立春が過ぎたものの、連日寒い日が続いていますが、授業、部活動、学校行事に

取り組む子ども達の姿を見ていると、東中生の素晴らしさを改めて感じます。３学期も原先生・保坂由先生による

琴の演奏で幕を開け、生演奏を聞き全校生徒の思い出に残るスタートとなりました。さて、学校生活も残り２か月

をきり、３年生は義務教育を終える学期を迎え、高校受験に向かい全力で頑張っているところです。私立高校の受

験を既に終えている生徒もおり、緊張感も伝わってくる今日この頃です。２年生はいよいよ最高学年になるという

自覚も高まり、一段とたくましく成長し、３年生に贈る会の準備や５月の修学旅行への取り組みも始まりました。

１年生は、中堅学年へと大事な時を迎え、学級・学年の総まとめに向かっています。入

学してきた頃よりも、大きく成長し、新入生がいつ入ってきても頼れる先輩になれるよ

う頑張っています。１年のまとめの時期に入り、一人ひとりが課題を乗り越え、子ども

たちの未来に向け、学校教育を充実させていきたいと考えています。平成が終わり次の

時代が始まります「社会の変化に柔軟にたくましく生きる力」を身につけることができ

るよう日々の教育に職員一同力を合わせて、邁進していく所存であります。保護者の皆

様、地域の皆様、今後ともよろしくお願い申し上げます。

●私は小学校の時から将来保育士になりたいと思っていました。山梨学院高校は私が進みたいと考え

ている大学への進学を前提に連携教育を行っていて、大学への進学率が最も高いことから高校を受験しました。受

験日は他の学校より早かったので、放課後の面接練習や冬休みも家で何度も練習しました。当日は、とても緊張し、

不安もありましたが、面接ではリラックスして受け応えすることができました。合格通知が届いた時は嬉しい気持

ちと同時に、今まで熱心に指導してくれた先生や、支えてくれた友達に感謝の気持ちで一杯になりました。私はク

ラスでいち早く内定をもらいましたが、気を緩めることなく、これから受験の人をサポートしながら、今のクラス

のために自分ができること考えて進んで行動していきます。また、高校に入学する前に自分の苦手な教科の勉強も

しっかりして、卒業までの残りの日々を大切に過ごしていきたいです。１・２年生の皆さんも受験という壁にぶつ

かると思います。勉強していく中で、苦しい時もあると思います。でも、決して諦めるのではなく、夢に向かって

努力を積み重ねて頑張ってください。自分の進路のために自分を信じて前に進んで下さい。

●１月１２日。僕は駿台甲府高校を受験しました。受験を行うまでの日々は決して楽なものではありませんでした。

１年生から３年生まで生活してきて１番辛かったのはやはり３年生でした。また、１・２年生の時のクラブチーム

と勉強の両立は自分自身大変でした。後輩の皆さんに今伝えたいことの１つ目は、無駄な日は１日もないという事

です。３年生から頑張るのではなく、「今」から頑張って勉強していたら３年生になった時に余裕を持つことができ

ると思います。２つ目は先生や友達、家族に感謝をすることです。僕が面接練習をする時に様々な面でアドバイス

を下さった事はあたり前な事ではないという事も感じました。これまで毎日自分を支えてくれた人や協力してくれ

た人に感謝する事が大切であると感じました。高校受験は終わりました。しかし、中学校生活は

終わったわけではありません。今後は、責任ある行動をとり、学力を伸ばすよう日々努力し、

高校入学への準備をしていきたいと思います。後輩の皆さん頑張って下さい。

保健室からもお知らせしていますが、市内や学区の

小学校でもインフルエンザの流行によって学級 閉鎖を

している状況です。県内でも多くの学校で学級閉鎖等が出ていますので、子どもさんの

家庭での様子や体調変化には充分注意して頂きたいと思います。１・２・３年生それぞ

れが充実した３学期を送るために、まず「心身が健康であること」は欠かせません。通

学途上の自転車ルールもしっかり守って安全第一で毎日を過ごしてほしいと思

います。「心豊かに学びを深めること」。受験に諸行事、いよいよ１年間のまと

めの時期です。心と身体、一段とたくましく成長する３学期になるよう願って

います。
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１月２４日、学区である玉諸・里垣・善誘館・甲運小学校に１年生の代表がそれ

ぞれの学校を訪問しました。成長した１年生を見て、それぞれの小学校の先生や後

輩が驚いていました。準備に発表に１年生の皆さんご苦労様でした。

●小学校訪問の当日、とても緊張しながら小学校に行きました。音楽室に着いてか

らは心臓がバクバクしていました。会が始まると、スムーズに進んでいきました。

校歌もみんなでしっかり歌うことができました。私は合唱コンクールの作文発表の

担当で、とても緊張しました。少し止まってしまった所もあったけど、だいたい大

丈夫だったと思います。作文の発表が終わってからは、ビックリするくらいリラッ

クスしていました。6 年生の顔もしっかり見られるようになって良かったです。東
中クイズのときに私は『Ａ』のプラカードを持っていたのですが、正解の問題が一

つしかなくて 6 年生があまり来なかったのでさみしかったです。でも、6 年生が楽
しそうにしていたので良かったと思います。その後、学習や部活動、中学校の規則

についての話もスムーズに進んでいきました。最後の質疑応答では、何人かの人が

質問をしてくれてうれしかったです。これで少しでも中学校へ入る不安がなくなっ

てくれたら良いと思いました。今回の小学校訪問を通して、他人に伝えることはと

ても難しいことだと知りました。6 年生たちにわかりやすいように伝えることを心
がけ、みんなが集中して聞いてくれてうれしかったです。失敗も少しあったけど、

全力でできたと思います。6年生も楽しそうでよかったです。（ 1年 5組 藤澤 結衣 ）

大切なのは 心と体のコントロール

昨年末、本校では生徒指導部を中心に、ネット・スマホに関するきまりを作成しました。これからの学校生活を考

える上でネット・スマホ等に関わる課題は大変重要であり、生活習慣を乱し、全国的には命に関わる問題へと発展して

いる現状があります。ここ数年、子ども達の生活習慣の改善に各学年が真剣に取り組んできております。より具体的に

取り組み、その成果と課題を様々な視点で捉えることができるよう、子ども達にも周知したところです。以下はきまり

についてどうだったのか、アンケート形式で生徒指導主任がまとめてくれたものです。学年総会でも出されたものです

が、もう一度、それぞれのご家庭でも考え、今後の生活に生かしてほしいと思います。また、次ページは養護教諭が昨

年末全校生徒にアンケートしたものです。あわせて参考にしてください。

質問 回答 １年計 ２年計 合計 １年％ ２年％ 全体％

あなたはスマートフォンを持っていますか？ はい 88 120 208 54% 66% 60%
いいえ 75 61 136 46% 34% 40%

「ネットの使用は１日６０分以内」は守れていますか？ はい 128 98 226 79% 54% 66%
いいえ 35 83 118 21% 46% 34%

夜９時以降はネットやゲームをやらないは守れていますか？ はい 135 96 231 83% 53% 67%
いいえ 28 85 113 17% 47% 33%

ネットに自分の考え思いを書き込まないは守れていますか？ はい 152 173 325 93% 96% 94%
いいえ 11 8 19 7% 4% 6%

「画像や動画はアップしない」は守れていますか？ はい 157 175 332 96% 97% 97%
いいえ 6 6 12 4% 3% 3%

課金を必要とする暴力的なゲーム等しない守れていますか？ はい 144 153 297 88% 85% 86%
いいえ 19 28 47 12% 15% 14%

ネットで人とつながらない（私的なグループ作らない）守れていますか？ はい 161 168 329 99% 93% 96%
いいえ 2 18 20 1% 10% 6%

アンケート結果では、しっかり守られている項目があり、

感心しています。しかし気になるのは、ネット使用や時間、

ゲーム等への時間等、自分自身で守るべき部分に不安を感じ

ます。９時以降のネット使用は、お互いの生活リズムを乱し

てしまう原因にもなりかねません。学習に集中で

きるようきまりを全員が守りましょう。また、ゲーム依存にならないためにも、友達同士や家族で

ルールをつくり、互いが規制することで一人一人の生活が更に向上していくことを願っています。
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朝食に関しては、グラフのとおり「毎日食べる」は83％ほど

で、「ほとんど食べない」と回答している生徒が3.7％います。

「時々食べない」に関しては、朝の時間にもう少しゆとりが持てれ

ば、基本的には朝食を食べるという習慣にできる生徒だと思いま

すので、朝食の大切さとともに睡眠など生活習慣全般について

今後も指導していくことが大切だと思います。

「ほとんど食べない」という生徒は、まず、時々でも食べるという

程度になれればよいと思います。朝食欠食の理由から、「食べ

たくない」には朝食の効果や胃腸の調子の整え方を、最も多い

「時間がない」には余裕のある生活リズムの設定を、「作ってな

い」には簡単に自分でも食べてこられる朝食メニューの紹介など

を個別指導する必要があると思います。

睡眠について、「いつも睡眠不足」と感じている生徒が全体の

5％いました。課題は、そのように感じていながらも生活を改善

できないことです。睡眠不足のくり返しは、健康づくりが積極的に

行えておらず、今後も慢性的な不調を抱えつつも、生活習慣を

変えられず、大人になってもそれを良しとしてしまう可能性があ

ります。そうではなく、健康な体は自分の生活習慣や意識でつ

くっていけるんだ、ということを理解させ、そのために自分はどん

な生活を送ればよいかということを真剣に考えられる態度を養

いたいと考えます。十分な睡眠時間の確保と質のよい睡眠のた

めにはどんな生活ができるかという点について一緒に考えなが

ら指導していければと思います。

基本的に毎食後歯を磨いていると考えられる1日3回以上とい

う生徒は全体の42％ほどでした。本校のむし歯罹患率は低く良

好ですが、むし歯のあった生徒が治療に行かないという実態もあ

ります。また、１日１回という歯みがきの回数の生徒も20人おり、

一部の意識の低い生徒に課題があると考えられます。また、６

割ほどの生徒が給食後に歯を磨いていないと考えられることか

ら、保健委員会の取り組みとしても、もう少し昼の歯みがきを推

進していきたいと思います。

以下は保健室での全校生徒対象１２月に行われた「健康生活の振り返りアンケート」結果です。前ページの結果

と並行して、それぞれのご家庭でも日頃の生活習慣を振り返り、１年のまとめに向けてご家庭で取組んでほしいと

思います。

中学生の時期は

身体も心も大きく

成長することは言う

までもありません。

家庭での生活習慣

づくりをお願いします

今年全豪オープンテニス大会で、頂点に輝いた大坂なおみ選手（２０歳）

の活躍は世界中に衝撃を与える快挙でした。幼い時からの夢の実現に向け

た苦労は並大抵のものではなかったと思います。そして言葉の端々にでて

くる素直さ、純粋さは大きく胸を打つものがありました。振り返ると、決勝戦での第

２セットを落としたあとの第３セットに向かう大阪選手は冷静で強かった。いつもな

ら乱れてしまう所をなぜ変えられたのか、メンタル面に注目

した人は多かったと思います。身体を鍛え抜き、メンタルト

レーニングも重ねての結果だったと思いますが、その中で私

自身「メタ認知」という言葉を改めて認識しました。本によ

ると「《meta は、より高次の、の意》認知心理学の用語。自
分の行動・考え方・性格などを別の立場から見て認識する活動をいう。」アメリカの心理学

者:ジョン・H・フラベルが、1970 年代に定義し広めた専門用語です。一般的にメタ認知能
力の高い人とは、イメージ的には、“もう一人の自分がいて、自分のことを上から客観的に

みて、自分自身をコントロールする”人のことを言います。大阪選手があの時、きっと冷静

に自分を見つめなければいけないと気持ちをあらたにし、優勝へのステップを一歩づつ踏み

しめたのだと思います。私達も様々な場面で、一呼吸おいて、客観的に自分自身を見つめる

目、心を持つことは大事ですね。 ふと書家・詩人の相田みつをさんの言葉を思い出しました。

「 自分の後姿は 自分じゃみえぬ みえぬ姿ににんげんがでる 」 皆さんの更なる成長を期待しています。

睡眠不足と答えた生徒に理由を複数回答可で尋ねたと

ころ、円グラフのような結果でした。

基本的に睡眠不足に関しては、生活リズムや時間の使

い方などの改善を指導していきたいところですが、「テレ

ビ」「ゲーム」「ケータイ・スマホ」が睡眠不足の理由と

なってしまっている点は気になります。寝る間を惜しん

で、という状況は改善させたい課題だと思います。

■睡眠の効果■

①脳の休息。

②疲労回復と成長を促す。

③免疫力を高める。

■朝食の効果■

①脳のエネルギー源のブドウ糖を補給。

②睡眠中に下がった体温を上げ、体を目覚め

させる。

③お腹を刺激して、排便を促す。
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校長 仙洞田 茂雄

「高貴なコドモ」
作家の故・司馬遼太郎氏のエッセイ集「風塵抄」に収録されている作品の一部に次のような一節がある。

～いい音楽を聴いて感動するのは自分の中のオトナの部分ではなく、コドモの部分なのである。人は終生、そ

の精神の中にコドモを持ち続けている。ただし、よほど大切に育てないと、年配になって消えてしまう。小学生を

見ればいい。かれらは空や雲を見るだけで、宇宙や神の国を感じてしまう。どういう小学生でも、その瞬間、きら

めくような宇宙科学者になり、詩人になるのである。こう考えると、人間というのは成長によってうしなう部分も

大きい。中学生になると、もうコドモの量は急速に目減りしはじめる。極端な場合、中学生ですでに干物のように

なっている人もいる。（中略）職業として芸術家や学者、あるいは創造にかかわる人々は生涯コドモとしての部分が

その作品をつくる。その部分が蒸発せぬよう心がけねばならないが、このことは生活人の全てに通じることである。

万人にとって感動のある人生を送るためには、自分のなかのコドモを蒸発させてはならない。ここでいうコドモと

は、成人仲間で見られる子供っぽさとか幼児性とかいうことではない。いくつになっても、他人に甘えっぱなしの

成人がいる。それはコドモが豊富ということではなく、オトナとしての義務や節度、あるいはオトナとしての最低

限必要ななにごとかから逃避したいための疑似コドモであるにすぎない。

本来のコドモはりりしいものである。また、成人に多い悪ふざけや秩序のないはめはずしも、オトナであること

のつらさをかわすときの擬態である場合が多い。疑似コドモはいやらしい。話を少年にもどすが、家庭や学校で、

子供にわざわざ“子供っぽさ”を教育することはない。責任は回避すべからず、擬態でごまかすべからず、という

ふうに真のコドモを作るべくしつけるのが、精神のなかのコドモを充実させることなのである。こんなことをかい

たのは、先日、英文学者の菅康雄氏に会ったせいらしい。菅氏は退官（京大）されたあと、大阪府立国際児童文学

館の館長をひきうけられた。雑談のなかで、ふと、「コドモはオトナの父」というイギリスの文学者のことばを引用

された。 （昭和 61 年 8 月 5 日 「風塵抄」中央公論新社より）

夢の持続 続けること
「伊能忠敬」は今から 250年以上前の 1745（延享二）年上総国（現在の千葉県）に生まれた。商人として生き隠居し、51
歳から天文観測・測量を学び、人生 50 年といわれた時代に 56 歳から測量を始め、実に 17 年の歳月をかけて日本地
図を完成させた人である。日本全国、無数に点在している豆粒のような島々まで隈なく測量し、実際に自分で歩い

て測る、いわゆる「実測」で行ったことは有名な話でテレビでも放映された。その「不測量の精神」を貫いた点に、

科学者としての一面と、自分の仕事に対してどこまでも誠実であろうとした姿勢がうかがえる。その大事業を成し

遂げた理由の一つに「夢の持続」が挙げられる。

忠敬から 7代目の子孫にあたる画家、伊能洋氏は語る。「忠敬は 50代を過ぎて急に天文をやろうと考えたわけでは
ない。海の近くで育った彼は、幼少期に満天の星空を眺めながら、天体に対する興味を抱いていたことを忘れなか

った。そして若い頃から無数の蔵書に囲まれながら、ずっと勉強を続けていた。経験したことのすべてを自分の中

に取り込み、何一つ無駄にしない生き方をした人だと思います。私は忠敬のことを決して突出した才能をもつ人だ

と思っていません。けれども彼には抜群の「根気」があった。一歩一歩の歩みは微々たるものでも、それを 17 年間
繋いでいって日本列島を１周するに至ったのだと思うと改めて感慨を覚えます。「続けること」。仕事とはそういう

ものであると考えています。そんな忠敬の生き方が知らず知らずのうちに私の生き方に影響していたのかもしれま

せん。」 作家井上ひさし氏は著書「四千万歩の男忠敬の生き方」の中でその生涯に触れ、「人生二山説」「一身にし

て二生を経る」その生き方を私達に教えてくれている。「伊能忠敬」終生コドモの部分を忘れず、

夢を追い続けた人なのかもしれない。

３年生は残すところ２０日余りとなりました。中学校生活は様々な面で自分自身を成長させてくれる

ものだったと思います。また、１・２年生にとっても大きな節目を迎えます。自分の生活をもう一度振り返り、自

分の夢の実現に向け１年のまとめをしてほしいと思います。「学ぶことは楽しいこと」「勉強にスポーツに」学べる

幸せをかみしめて、未来に向け心身共に日々大きく成長する東中生が、私達職員の願いです。

今後の予定
２月 ８日 新入生保護者説明会
１１日 建国記念の日
１２日～１３日 ３年期末テスト
１８日 ３年生に贈る会

１・２年学習強化週間
２５日～２６日 １・２年期末テスト



- 5 -

平成２９年度 学校評価から見えるもの ～過去から未来へ 振り返る～

本校では、教育活動（学校運営、学習面、生活面、教科外指導、保護者・地域・小中の連携）について、組織的

継続的に改善を図っていくため、２０の評価項目についてアンケートを行いました。過去の評価項目と比較しなが

ら評価（自己評価）しています。（詳しくはHPで後日掲載）「全教職員」による自己評価及び「全校生徒」「３学年

保護者」を対象としてアンケートを実施。同じ項目について、教職員、生徒、保護者の３者がそれぞれ評価するこ

とにより、より信頼度の高い評価となることを期待しました。また、保護者については、３年間学校を見てきたと

いう観点等、教育活動の適切な評価者として３学年保護者に絞ることとしました。 ①～⑤の数値はすべて％（パー

セント）。そう思う（４点） ②どちらかというとそう思う（３点）③あまり思わない（２点）④全く思わない（１点）として、評価項

目の平均ポイントを計算しました。紙面の関係上、評価の一部ですが、掲載いたします。

守れ

てい

る
97%

守れ

てい

ない
3%

画像動画アップ
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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



- 9 -


