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平成２７年３月２５日富竹中だよりＮｏ．１２
文責 堀内

甲府市立富竹中学校 電話 ２２８－０２５１ １／２

平成２６年度 甲府市立富竹中学校

第２９回卒業証書授与式
平成２６年 ＰＴＡ会長の今宮茂則様からの『お祝いのこ

度富竹中学校 とば」では、偶然にも私と意を同じくし、あり
第２９回卒業 のままの姿で人生を咲かせ、それぞれの立場で
証書授与式が 輝いていってほしいという願いから 「桜梅桃、
３ 月 １ １ 日 李」の言葉を贈っていただきました。
（水）に行わ 後輩からは 「先輩が築き上げた輝かしい伝、
れました。当 統を後輩が引き継ぎ、さらに向上させる努力を
日は、東日本 することを約束します 」と決意が伝えられま。
大震災からち した。卒業生はこのことばに、真剣に耳を心を
ょうど４年目 傾けていました。
を迎えた日で また、３年
あり、被害にあわれた皆さんに哀悼の意を表し 生の『別れの

』 、た後、次第にしたがって式が進められました。 ことば では
式には、多くのご来賓・保護者の皆様に出席 不安で始まっ

をいただき、落ち着いた雰囲気のもと卒業生１ た三年間の中
０３名に卒業証書を手渡しました。私からは、 学校生活の思
『はなむけの言葉』として、２つのことを話し い出や学習や
ました。一つは 「こうなりたいという目標を 行事を通して、
持って、有言実行で目標に向かって努力するこ 知った多くの
と 」もう一つは 「桜梅桃李のごとく、誰かと 友達のことを。 、
比べるのではなく自分は自分らしく豊かな心で 振り返り、父

生きてほしい」と話し 母や先生方に
ました。 感謝のことばを述べ、これまで頑張って取り組
来賓の教育委員佐藤 んできた合唱を心をこめて披露してくれまし

愛美様からの『励まし た。多くの生徒からは涙がこぼれていましたが
のことば』では、苦境 全員で一生懸命に歌っていました。この姿は、
に立った時に前を向い 参列した我々に感動を与え、素晴らしい思い出
て次の一歩を踏み出す に残る第２９回目の卒業式となりました。
ことのできる雑草魂を 式終了後には、卒業生は各クラスにもどり担

持った強い人間になってほしいという願いか 任から改めて卒業証書を渡され、これまでの生
ら 「最大の名誉は決して倒れないことではな 活を振り返ったりクラスでの最後の学級活動を、
い 倒れるたびに起きあがることである」とい 行いました。
うイギリスの詩人のオリ 卒業生はそれぞれの思いを胸
ーバー・ゴールド・スミ に巣立って行きました。
スの言葉を贈っていただ
きました。

卒業していった１０３名の生徒の進路先です。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。
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３年生からは、３年間『３年生に贈る会』
全員で取り組んできた合

３月９日（月）に、扉～切 唱が披露されました。さ
り開こう。自らの手で～のテ すが３年生と思うすばら
ーマのもと１・２年生の生徒 しい合唱でした。
会役員が中心となって初めて さらに、応援団を中心
取り組む「３年生に贈る会」 に１・２年生と３年生で
が開催されました。 エールの交換をし、応援
当日は、新生徒会執行部の 団の先輩からはちまきと

工夫を凝らした演出でスター 手袋が引き継がれました。 そして、最後に「ケサ
トし、プレゼントの贈呈、３年間の思い出のビデオ ラ」を歌い、生徒全員で

も流されました。ビデオ 作り上げた素晴らしい会
の中では、３年生がお世 になりました。
話になった先生方からの 多くの保護者の皆様にも
メッセージも流され、お お忙しい中をおいでいた
おいに盛り上がりました だき、生徒の様子を見て。
その後、１年生・２年生 いただきました。ありが
からそれぞれ心のこもっ とうございました。
た３年生に贈る発表があ
りました。

４月の主な予定
受賞

１日（水）学年始休業日＊第６４回甲府市小中学校書きぞめ大会
２日（木）学年始休業日入選 望月 郁弥 小林 千花 二宮 芽美1 -1
３日（金）学年始休業日1 -2 宮川結美子 赤池 俊一 高橋 佳奈
４日（土） ―――――――――――――1 -3 田邊向日葵 井上 小粋 長澤 天斗
５日（日） ―――――――――――――2 -1 長澤 亜美
６日（月）学年始臨時休業日 入学式準備2 -2 大平 莉子 内藤 愛果

年 学年総会2 -3 佐藤 竜司 長尾 裕斗 網蔵 未優 ７日（火）平成２７年度入学式, 1 PTA
塩川 莉世 鴇 栞莉 橋本 彩花 ２・３年学年始臨時休業日

平成 年度 新任式 対面式3 -1 長尾 彩美 ８日（水） １学期始業式、 ､27
９日（木）部総会3 -2 石川 寧音 小野友梨子 工藤萌々香

年標準学力 年課題 生徒会説明会塩野 愛梨 橋川 実穂 １０日（金） ﾃｽﾄ､ ･ ﾃｽﾄ1 2 3
１１日（土） ―――――――――――――3 -3 五味 佑理 早川 雅俊 河阪 弥樹
１２日（日） ―――――――――――――＊平成２６年度吹奏楽部卒業生表彰

西関東吹奏楽連盟表彰功績賞 朝読書開始 職員会議１３日（月） ､短縮授業
石川 寧音 甲教協3 -2 １４日（火） ､短縮授業 時間割授業開始

１５日（水）授業参観、２･３年ＰＴＡ学年総会山梨県吹奏楽連盟表彰功績賞
Ｐ門部会・新旧役員会3 -1 塚原 咲妃 野沢 春乃 後藤 壮人

１６日（木）歯科検診（全学年）梅田 美希
１７日（金） 学年会議3 -2 橋川 実穂 堤 麻衣 福島 礼美 安全指導の日
１８日（土） ―――――――――――――3 -3 保坂 萌絵 松井美樹子 中沢 華英
１９日（日） ――――――――――――――＊国土交通省「川の作文」

（ ）最優秀 橋川 実穂 内科検診 １年3 -2 ２０日 月 ､校内研究会（ ）短縮授業
２１日（火）全国学力学習状況検査（３年）優 秀 望月 星亜3 -1
２２日（水）学校創立記念日―――――――2 -1 2 -2中田 充咲 小林 葵翔

佳 作 渡辺 岬 内科検診（３年）3 -2 ２３日（木）
２４日（金）短縮授業、午後家庭訪問2 -1 2 -1高橋 佳亮 黒木 空乃
２５日（土） ―――――――――――――2 -3 柳 濟光
２６日（日） ―――――――――――――＊第１４回方代の里なかみち短歌大会
２７日（月）短縮授業、午後家庭訪問ジュニアの部
２８日（火）短縮授業、午後家庭訪問特 選 古屋 実夢2 -2
２９日（水）昭和の日―――――――――入 選 河手 優真2 -2
３０日（木）短縮授業、午後家庭訪問入 選 小林 響2 -3

３月２５日（水）に平成２６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ご理解・ご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


