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後 期 学 級 役 員 決 定 ！！

第５０回甲府市
新人体育大会健闘！！

１０月１１日（金 ）、１２日（土）の２日間
平成２５年度の後期の学級役員が決まりまし
にわたり第５０回甲府市新人体育大会が、市内 た。今年度の後半を学級の中心となって頑張っ
の各中学校を会場に開かれました。
てくれることと思います。
本校からも９競技に参加し、３年生が引退し
た後、２年生１年生で練習に取り組んできた成 １年
果を発揮し健闘しました。
１ 組
２ 組
３ 組
今回の経験がこれからの活動に生かされ、レ
会 長 三枝 優美 柳澤 祐輔 伊藤あつき
ベルアップにつながっていくものと思います。
副会長 井上 翔夢 保坂 駿太 河手 優真
小島

書

大会成績
＊水泳

男子５０ｍ自由形
第１位 依田和樹
男子５０ｍバタフライ第１位 依田和樹
女子５０ｍ自由形
第３位 中田充咲
＊バスケットボール女子 準優勝（県大会出場）
＊ソフトテニス女子
団体戦 第３位（県大会出場）
個人戦 河住彩鈴・澤﨑綾夏ペア（県大会出場）
山本里茉・森恵未果ペア（県大会出場）
＊テニス
男子シングルス 第２位 保坂駿太（県大会出場）
清水七輝（県大会出場）
＊卓球 女子団体 第３位（県大会出場オープン）
男子団体 予選リーグ(３位)敗退
（県大会出場オープン）
＊バレーボール
第５位（県大会出場）
＊陸上 男子２年１００ｍ 第５位 齊藤功将
男子共通１００ｍ 第５位 齊藤功将
男子１年１００ｍ 第６位 古屋大樹
（県大会出場オープン）
＊サッカー
予選リーグ敗退
＊バスケットボール男子 １回戦敗退
＊野球
１回戦敗退
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２年
１ 組
２ 組
３ 組
会 長 渡辺 來夢 堤
麻衣 山本 啓太
副会長 立岩 泰昂 早川 雅俊 塩島 悠汰
矢崎

書
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記 望月 星亜 若林 俊平 後藤 壮人
橋川

実穂

梅田

美希

清水伊知香

３年
１ 組
２ 組
３ 組
会 長 遠山
司 廣瀬 清香 秋山
大
副会長 山本 大雅 池田 寿輝 金丸 昂平
宮川

書

記 矢崎
中村

千晶
悠
美咲

依田奈津実
米永 大翔
杉原 華乃

２年生進路講話
１０月１５日（月）に「来年度のよりよい進路選択に結びつけるため、高校の先生方から
お話を伺い、高等学校の特色等を学ぶとともに自己の進路について具体的に考える機会とす
ること」を目的として進路講話を行いました。
当日は、普通科高校の甲府昭和高校と総合学科高校の甲府城西高校の教頭先生においでい
ただき、学校や科の特色、また、高校進学を希望する中学２年生に伝えたい事について講話
をいただきました。
生徒は、先生方の講話を真剣に聞いていました。来年の進路選択を考えるよい機会になっ
たと思います。
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１日（金）校内研究会
２日（土）県新人テニス大会、英語暗唱大会－－－－－－
３日（日）文化の日 県新人バスケットボール大会
県新人バレーボール大会 少年の主張大会－－－－
４日（月）振替休日－－－－－－－－－
５日（火）短縮４５分授業 甲教協 15:00
ふれあいの日 後期時間割開始
６日（水）
７日（木）月曜日の授業 第 1 回選挙管理委員会
８日（金）合唱強化週間~12 日 PTA 執行部会･役員会 19:00
９日（土）－－－県新人卓球大会－－－－－－－
１０日（日）－－－県新人卓球大会－－－－－－－
１１日（月）短縮４５分授業 職員会議
１２日（火）
１３日（水）連合音楽会(2 年生代表・ｺﾗﾆｰ文化ﾎｰﾙ)
１４日（木）
１５日（金）
１６日（土）－－－－－－－－－－－－－
１７日（日）－－－－－－－－－－－－－
１８日（月）合唱祭(ｺﾗﾆｰ文化ﾎｰﾙ)、弁当持参
学習強化週間～２７日
１９日（火）薬物乱用防止教室（１年）
２０日（水）県民の日－－－－－－－－－
２１日（木）短縮４５分授業、３年進路懇談
２２日（金）短縮４５分授業 ３年進路懇談
２３日（土）勤労感謝の日－－－－－－－
２４日（日）－－－－－－－－－－－－－
２５日（月）短縮４５分授業、３年進路懇談
２６日（火）
２７日（水）金曜日の授業
２８日（木）第４回定期テスト１日目
２９日（金）第４回定期テスト２日目
３０日（土）－－－－－－－－－－－－－

１１月１８日（月）に本年度の合唱祭が開催され
ます。４月から取り組んできた練習の成果が発表
されます。多くの保護者の皆様や地域の方々のご
来場をお待ちしています。
日時：平成２５年１１月１８日（月）９：５０～
場所：コラニー文化ホール（小ホール）
１年生発表 １０：１０～
学年合唱「COSMOS」
２組「フェニックス」
３組「My Own Rord ～僕が創る明日」
１組「Tomorrow」
２年生発表 １１：０５～
学年合唱「YELL」「HEIWA の鐘」
１組「心の瞳」
３組「道｣
２組「翔る川よ」
３年生発表 １３：００～
学年合唱「二十億光年の孤独」「大地讃頌」
２組「海の匂い」
１組「はじまり」
３組「虹」
全校合唱 「ケサラ」 １３：５０～
招待演奏 「甲府南高等学校 合唱部」
１５：００～

がんばりました

第５０回山梨県中学校学年別水泳競技大会
第３１回山梨県中学校新人水泳競技大会
１学年の部
男子１００ｍ自由形
第２位 依田 和樹
５９．７４
男子 ５０ｍバタフライ
第１位 依田 和樹
２９．０１
女子２００ｍ個人メドレー
第３位 中田 充咲 ２：４７．７８
女子 ５０ｍ平泳ぎ
第４位 中田 充咲
４０．４１

２／２

１１月の主な予定

合唱祭が開催されます。

甲府市小中学校読書感想文コンクール
入選
１年 飯野 弘樹
入選
２年 塩野 愛梨
第２２回甲府市小中学校
緑化ポスターコンクール
優秀賞 ３年 網倉 沙紀
佳 作 １年 土橋 洋祐
平成２５年度
明るい選挙啓発ポスターコンクール
佳 作 ２年 石川 寧音
佳 作 ２年 狐塚 珠那

学校だより１０月

研究授業実施
本校では、本年度の研究主題を「主体的に学ぶ生徒の
育成～言語活動を通して表現力を高めるために～」とし
て、校内研究を進めています。
その一環として、１０月１６日（水）に美術科の中島
博美教諭が２年３組の「美術：鑑賞」の授業を校内の先
生方が参観する研究授業を行いました。
生徒は、多くの先生方の参観があり緊張している様子
が見えましたが、友だちと作品を見ながら感じ取ったこ
とを互いに発表する授業に取り組んでいました。
今後も、校内では生徒
たちに言語活動を通して
各教科で工夫した授業を
展開し、表現力をつけさ
せ、また私たち教師も指
導力の向上に努めてまい
りたいと思います。

第１回米長邦雄杯山日ＹＢＳ少年少女将棋大会
中学生の部 第２位 ３年 金丸将也
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