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甲府市立富竹中学校

祝卒業

第２８回卒業証書授与式

２月の記録的な大雪の後も気 があるがそういう困難があるからこそ、人は成
温の低い日が続いていましたが 長するもなので元気に新しいステップへ踏み出
卒業を祝うかのように暖かな日 してください。」と言葉をいただきました。
となった、３月１２日（水）に 後輩からは、「先輩と過ごした日々のことが思
本校体育館で、平成２５年度富 い出され先輩方から教えてもらったことを糧に
竹中学校第２８回卒業証書授与 伝統を引き継いでいきます」と決意が伝えられ
式が多くのご来賓・保護者の皆 ました。卒業生はこのことばに真剣に耳を心を
様の出席のもととり行われまし 傾けていました。
た。今年は欠席者がなく卒業生 また、３年生の『門出のことば』では、三年
８８名全員に卒業証書を手渡すことができまし 間の生活や友達のことを振り返り、父母や先生
た。私からは 、『はなむけの言葉』として、こ 方に感謝のことばを述べ、これまで頑張ってき
れからはじまる多くの人との関わりの中で何か た合唱を万感の思いを込めて披露してくれまし
困難があった時、いかにして人とつながり、支 た 。 多 く の 生 徒 は 涙 を
え合っていくべきかを考えて欲しいこと、また、 流 し な が ら も 一 生 懸 命
「凡事徹底」当たり前の事を当たり前に行うこ に 歌 っ て い ま し た 。 こ
とで目標の実現に向かって欲しいと伝えまし の 姿 は 、 参 列 し た 我 々
た。
に感動を与え、素晴ら
来賓の教育委員佐藤
しい第２８回目の卒業
愛美様から『励ましの
式となりました。
ことば』で、これまで
式修了後には、卒業
育んできた「思い遣る
生は各クラスにもどり担任から改めて卒業証書
心」を忘れることなく、
を渡され、これまでの生活を振り返ったり今後
周りの人や社会が自分
について期待している
に何をしてくれるので
ことが話されました。
はなく、自分が周りの
生徒からは、お礼にク
人や社会のために何ができるかという視点を持
ラスで取り組んだ合唱
ち大きく羽ばたいてほしいこと。また、心に刻
などを担任に贈ってい
んでおいて欲しいこととして「乗り越えられな
ました。
い試練は与えられない」という言葉を贈ってい
ただきました。
ＰＴＡ会長の平岩 謙様からの『お祝いのこ
とば』では 、「三年前の入学式のあどけなさが
残る顔から見違えるほどの成長が伺え大きく成
長したことを実感している。これからの新しい
人生の中では、難しい問題にも突き当たること

卒業していった生徒の進路先です。それぞれの思いで将来を見据えた選択が出来たことと思います。
富竹中学校の卒業生としての自覚を持っていろいろな特色のある分野での活躍を期待しています。
韮崎高校 韮崎工業高校 甲府第一高校 甲府西高校 甲府南高校 甲府東高校 甲府工業高校
甲府城西高校 甲府昭和高校 農林高校 白根高校 笛吹高校 中央高校 甲府商業高校
甲斐清和高校 駿台甲府高校 山梨学院大学附属高校 東海大学甲府高校
かえで支援学校 東京駒込高校 就職
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『３年生に贈る会』
３月１０日（月）に「３年
生に贈る会」が開催されまし
た。
当日は、生徒会執行部の工
夫を凝らした演出で会が進め
られ、３年
間の思い出
の映像に卒業生も笑顔がこぼれて
いました。その後、１・２年生か
ら、３年生に合唱と心を込めて作
成した思い出の写真が付いた卓上
カレンダーがプレゼントとされました。

３月

２／２

３年生からは、学校生活の思
い出と３年間全員で取り組んで
きた合唱が披露されました。
さらに、１・２年生と３年生
でエールの交換をし、先輩から
応援団のはちまきと手袋が引き
継がれました。
そして、最後に「校歌」を歌
い、生徒全員で作り上げた素晴
らしい会になりました。
多くの保護者の皆様にもお忙し
い中をおいでいただき、生徒の様子を見ていただき
ました。ありがとうございました。

黙祷
平成２２年３月１１日の東日本大震災から３年。
多くの犠牲者を悼み、卒業式の予行練習の前に
全校生徒、職員で黙祷を捧げました。

受賞
＊第６３回甲府市小中学校書きぞめの部
入選 1 -1 長尾 裕斗
塩川 莉世
鴇
栞莉
橋本 彩花
1 -2 輿石 祐磨
大平 莉子
笹本 未空
網倉 未優
1 -3 河西あかり
本廣
悠
2 -1 小野友梨子
河阪 弥樹
千頭和優綺
橋川 実穂
2 -2 早川 雅俊
堤
麻衣
2 -3 石川 寧音
塩野 愛梨
長尾 彩美
野沢 春乃
3 -1 上畑 七絵
河西ひなの
戸栗菜々子
中村 美咲
3 -2 依田奈津実
3 -3 小林 柚斗
中澤 巴菜
名取 百香
渡邉 美音

４月の主な予定
１日（火）学年始休業日
２日（水）学年始休業日
３日（木）学年始休業日
４日（金）学年始休業日 入学式準備
５日（土） ―――――――――――――
６日（日） ―――――――――――――
７日（月）平成２６年度入学式, 1 年 PTA 学年総会
８日（火）平成２６年度１学期始業式、
新任式、対面式
９日（水）学年運営、部総会（２･３年）
１０日（木）朝読書開始､甲教協
１１日（金）1 年標準学力ﾃｽﾄ､ 2･3 年課題ﾃｽﾄ 生徒会説明会
１２日（土） ―――――――――――――
１３日（日） ―――――――――――――
１４日（月）短縮授業、職員会議、時間割授業開始
１５日（火）学年会議 安全指導の日
１６日（水）授業参観、２･３年ＰＴＡ学年総会
Ｐ専門部会・新旧役員会
１７日（木）歯科検診（全学年）
１８日（金）短縮授業、校内研究会
１９日（土）―――――――――――――
２０日（日）――――――――――――――
２１日（月）学校創立記念日―――――――
２２日（火）全国学力学習状況検査（３年）
２３日（水）３年内科検診
２４日（木）短縮授業、家庭訪問
２５日（金）短縮授業、家庭訪問
２６日（土）―――――――――――――
２７日（日）―――――――――――――
２８日（月）短縮授業、家庭訪問
２９日（火）昭和の日―――――――――
３０日（水）短縮授業、家庭訪問

＊平成２５年度山梨県剣道連盟功績賞
3 -1
中澤
光
3 -1
佐藤 久美
＊平成２５年度吹奏楽部卒業生表彰
西関東吹奏楽連盟表彰功績賞
3 -3 三浦 真倫
山梨県吹奏楽連盟表彰功績賞
3 -1 上畑 七絵
土屋 柚葉
3 -2 田口
栞
加藤 桃子
依田奈津実
3 -3 志村 有紀
平岩 奈々
＊第５７回山梨県小中学校音楽創作力くらべ
Ａ部門 支部入選 1 -2
佐藤 春郁
2 -2
堤
麻衣
Ｂ部門 支部入選 1 -2
柳澤 祐輔
2 -1
橋川 実穂
＊国土交通省「川の作文」
佳作
2 -1
齊藤 功将
2 -1
渡辺 來夢
1 -2
笹本 未空
1 -3
網蔵 未優

３月２５日（火）に平成２５年度の修了式を迎えることができました。
これもひとえに保護者の皆様そして地域の皆様の御理解・御協力があってこそのことです。
１年間ありがとうございました。
ひきつづき来年度も富竹中学校へのご支援をよろしくお願いいたします。
富竹中学校 校長 堀内 学
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