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＊参観された保護者からの感想

○Ａさん 朝練習など頑
張って取り組んだ成果が
１１月１８日
出ていたのではないかと
（月）にコラニ
思います。皆で力を合わ
－文化ホールで
せてひとつの事をやり遂
平成２５年度の
げることがこれからの学
合唱祭が多くの
校生活の糧になればと思
保護者の皆様に
います。どの学年もそれぞれ個性が出てとても
参観していただ
よい合唱祭でした。
くなか開かれま
○Ｂさん 毎年楽しみにしています。今年も来
した。
てよかったです。一年一年成長を感じました。
今年で４回目
前に比べて生徒数が少なくなっていますが、歌
の文化ホールを使っての開催でした。音響など
声は負けないくらい大
素晴らしい施設・雰囲気の中で生徒も一生懸命
きく感じます。ホール
に日頃の取り組みの成果を発揮し、耳で心で各
での経験は貴重だと思
学年クラスの合唱を聴いていました。
います。ありがとうご
当日は、昨年度まで
ざいました。南高校の
本校に勤務し音楽を指
素晴らしい歌声は富中
導してくれていた南ア
生の心に響いたと思い
ルプス市立南湖小学校
ます。
教頭の大久保久美先生
を講師にお迎えし、３
年生、２年生の成長ぶ
りを聞いていただきま
第６５回
した。先生からは、１年生「素直に自然な声で
甲府市中学校
表現してきれいなハーモニーをつくっていまし
連合音楽会
た 。」２年生「２年生として成長した合唱で、
ハーモニー、ひびきともに心に迫ってくるもの １１月１３日（水）にコラニ－文化ホールに
がありました 。」３年生「３年生として堂々と 甲府市内の１２中学校の代表による合唱や吹奏
歌い上げた合唱でした。スタートのアカペラよ 楽の発表会開かれました。
くがんばりました。リズム、表現の難しい曲を 本校からも２年生の代表メンバー５０人がこ
学年でよく取り組みました 。」と評価していた れまで学年として練習してきた合唱を披露しま
だきました。また、課題も指摘していただきま した。
した。さらに 、「素晴らしい会場で自分たちの 講師の先生からは 、「力強い歌声で皆さんの意
考えを表現して頑張ってください」と励まして 気込みを感じました。中学生らしいみんなでひ
いただきました。
とつになったよい歌声です」と講評をいただき
また、招待演奏として甲府南高校の音楽部の ました。
皆さんの素晴らしい合唱を聞きました。生徒に この音楽会を通して市内の各校の演奏から刺
とっても今後の活動のよい参考になったことと 激を受け参加した生徒が中心となり本校の合唱
思います。
活動が今以上に活発になり盛り上がっていくこ
多くの保護者の皆様にもお忙しい中参観して とを期待します。
いただきました。あり
がとうございました。
この合唱祭を通して、
富竹中学校の合唱の伝
統が引き継がれていく
ことを願っています。
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頑張りました

「２１世紀を考える
少年の主張大会」

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
入 選
１年 名取 浩郎
入 選
１年 古屋 有輝
入 選
１年 柳
濟光
入 選
１年 内藤 愛果
入 選
３年 名取 百香
入 選
３年 平岩 奈々
入 選
３年 山田 千理
第２３回平和ポスター展
佳 作
２年 神田 陽菜
佳 作
２年 保坂 萌絵
佳 作
２年 松井美樹子
中学生「税についての作文」
甲府税務署管内納税貯蓄組合連合会長賞
３年 中澤 巴菜
第４２回
「家庭の日」「青少年を育む日」作品展
作文の部
金賞 ３年 藤本 璃子
ポスターの部 銀賞 ３年 藤本 璃子
第３３回夏休みの友紹介図書感想文コンクール
佳作 １年 青柳 涼也
佳作 １年 飯窪あずさ
佳作 １年 小林 葵翔
第２０回県下小中学校囲碁うでくらべ大会
第３位Ａクラス １年 原田
周

１１月３日（日）に甲府
市総合市民会館に市内の１
５中学校の代表が集まり、
第２４回「２１世紀を考え
る少年の主張大会」が開催
されました。
本校からも２年生の今宮
朱里さんが出場し 、「将来
への一歩」という演題で日頃の考えを発表し優
秀賞をいただきました。
甲府市中学校英語暗唱大会

１１月２日（土）に山梨学院大学附属中学校
で市内の中学校から２年生３年生の代表生徒が
参加して英語暗唱大会が開かれました。
本校からも２年生の部へ千頭和優綺さんが、
３年生の部へ宮川千晶さんが出場し日頃の練習
の成果を発揮しました。
１２月の主な予定

県新人体育大会
テニス 男子シングルス
第２位
１年 保坂 駿太
ベスト１６ ２年 清水 七輝
ソフトテニス
女子 団体 １回戦０－３河口湖南
バスケットボール
女子
１回戦 22 － 99 猿橋
バレーボール
女子
１回戦０－２南部
薬物乱用教室

１１月１９日（火）に、本校の卒業生でもあ
る山梨県中北保健福祉事務所の渡邊正則さんに
来校いただき、１年生を対象に薬物乱用防止教
室を開きました。
当日は、日常生活
の中の薬物の危険性
について、たばこや
酒の害の例や、なぜ
薬物乱用はいけない
のかについてお話を
いただきました。１
年生も関心を持って
聞いていました。
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１日（日）―――――――――――――
２日（月）校内研究会
３日（火）生徒会学校評議員会･委員会
４日（水）
P 教育振興部交通立番
５日（木）
P 教育振興部交通立番
６日（金）ふれあいの日 P 教育振興部交通立番
７日（土）―――――――――――――
８日（日）―――――――――――――
９日（月）職員会議
１０日（火）生徒会選挙(立会演説会､投･開票)
１１日（水）教育課程検討委員会
１２日（木）
１３日（金）学年会議
１４日（土）―――――――――――――
１５日（日）―――――――――――――
１６日（月）
１７日（火）大掃除・ワックスがけ
１８日（水）
１９日（木）短縮 45 分授業(6･5･4･1) 三者懇談
２０日（金）短縮 45 分授業(1･2･3･4) 三者懇談
２１日（土）―――――――――――――
２２日（日）―――――――――――――
２３日（月）天皇誕生日――――――――
２４日（火）短縮 45 分授業(1･4･5･6) 三者懇談
２５日（水）短縮 45 分授業(1･2･3･4) 三者懇談
２６日（木）２学期終業式
２７日（金）冬季休業日(~1/7) 仕事納め――
２８日（土） ――――――――――――
２９日（日）―――――――――――――
３０日（月）―――――――――――――
３１日（火）大晦日 ―――――――――
１／７（火）第２回校長会テスト（３年）――
８（水）３学期始業式

