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平成２６年１０月２８日富竹中だよりＮｏ．７
文責 堀内

甲府市立富竹中学校 電話 ２２８－０２５１ １／２

！！第５１回甲府市 後期学級役員決定
！！新人体育大会

１０月１０日（金 、１１日（土）の２日間にわ 平成２６年度の後期の学級役員が決まりました。）
たり第５１回甲府市新人体育大会が、市内の各中学 今年度の後半を学級の中心となって頑張ってくれる
校を主会場に開かれました。 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
１年２年生１年生で練習に取り組んできた成果を発揮し

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、レベル 会 長 鈴木 希 多田 昇平 望月 優衣

アップにつながっていくものと思います。 副会長 仲嶋 駿 永冶龍之介 杉原 日向
小林 千花 今宮 杏梨 森 美沙希

大会成績 書 記 望月 健斗 望月 智矢 吉野 駿一
神田 蘭夢 宮川結美子 井上 小粋＊水泳 女子団体 第３位

男子 ５０ｍ自由形 第１位 依田和樹
２年男子１００ｍ自由形 第１位 依田和樹

女子２００ｍ ﾒﾄﾞﾚｰ 第２位 中田充咲個人
中田充咲 １ 組 ２ 組 ３ 組女子 ５０ｍ自由形 第４位

女子 ５０ｍ平泳ぎ 第１位 萩原美聖 会 長 井上 翔夢 河手 優真 神澤 千春
女子１００ｍ平泳ぎ 第１位 萩原美聖 副会長 山本 雄大 古屋 有輝 保坂 駿太

＊バスケットボール女子 準優勝（県大会出場） 長澤 亜美 本廣 悠 佐藤 春那
＊バスケットボール男子 ２回戦敗退 書 記 保坂 大夢 阿部 佳樹 佐藤 竜司
＊ソフトテニス女子 伊藤あつき 森本 柚希 網蔵 未優
団体戦 ２回戦敗退

３年個人戦 長澤亜美・斉藤亜友ペア 県大会出場（ ）
＊テニス
男子シングルス第１位 保坂駿太 県大会出場 １ 組 ２ 組 ３ 組（ ）
女子シングルス第１位 望月優衣 県大会出場 会 長 渡辺 來夢 山本 啓太 早川 雅俊（ ）
女子ダブルス早川紗英・名取香奈 県大会出場 副会長 山田 智 渡辺 岬 望月 星亜（ ）

＊卓球 男子団体 第２位 森 恵未果 板山 咲希 矢崎 佑香
女子団体 予選リーグ敗退 書 記 川上琳太朗 朝川 正次 齋籐 功将

＊バレーボール 第５位（県大会出場） 長尾 彩美 神田 葉月 辻 えくぼ
＊陸上 男子共通２００ｍ 第５位 古屋大樹

男子１年８００ｍ 第８位 石山尊哉
男子１年走幅跳 第７位 石山尊哉

＊サッカー 予選リーグ敗退
＊剣道 男子個人 原田 翔多 １回戦敗退

第５６回 山梨県中学生交通安全弁論大会

山梨県下の各警察署管内の予選を勝ち抜いた生徒が参加して、第
５６回山梨県中学生交通安全弁論大会が１０月１５日（水）に県立
文学館で開かれました。本校からも１年生の原 百合香さんが出場
し「中学生の責任」と題して２年生３年生に混じって堂々と発表し
「山梨県警察本部長賞・山梨県交通安全協会長賞」をいただきまし
た。 また、聴衆者として１年生全員と１学年職員全員が参加しま
した。講評の中で１年生の聞く態度が大変よかったとお褒めの言葉
をいただきました。１年生にとってもよい経験となりました。
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第１３回アートフェスタ貢川
１１月の主な予定

１０月４日（土）に美術館通りのクリスタル
１日（土） －－－－ミュージアム・テラスで第１３回アートフェス 県新人テニス大会・ソフトテニス大会、英語暗唱大会
２日（日） －－－－タ貢川が開かれました。そのオープニングイベ 少年の主張大会、県新人女子バスケットボール大会
３日（月）文化の日 －－－－ントセレモニーに本校吹奏楽部が出演し、多く 県新人女子バレーボール大会

15:00の地元の皆さんの前で日頃の練習の成果を披露 ４日（火）短縮４５分授業 甲教協
５日（水）しオープニングをおおいに盛り上げました。３
６日（木）年生にとっては、後輩

文化 弁当持参と一緒に演奏する最後 ７日（金）合唱祭(ｺﾗﾆｰ ﾎｰﾙ)、
８日（土） －－－－－－－－－の機会となり、３年間 県新人卓球大会 数学検定
９日（日）－－－－－－－－－－－－－－－の思いも込めてのすば

１０日（月）らしい演奏でした。き
１１日（火）１年薬物乱用防止教室っとよい思い出になっ
１２日（水）連合音楽会( ｺﾗﾆｰ ﾎｰﾙ）たことと思います。 2 年生代表・ 文化
１３日（木）
１４日（金）
１５日（土） －－－－－－－－－－県新人卓球大会 漢字検定
１６日（日）－－－－－－－－－－－－－－－合唱祭が開催されます。
１７日（月）短縮４５分授業 職員会議
１８日（火）短縮４５分授業 ３年進路懇談１１月７日（金）に本年度の合唱祭が開催さ
１９日（水）短縮４５分授業、３年進路懇談れます。４月から取り組んできた練習の成果が

学習強化週間～２８日発表されます。多くの保護者の皆様や地域の方
２０日（木）県民の日－－－－－－－－－－－々のご来場をお待ちしています。
２１日（金）短縮４５分授業、３年進路懇談日時：平成２６年１１月７日（金）９：５０~
２２日（土）－－－－－－－－－－－－－－－場所：コラニー文化ホール（小ホール）
２３日（日）勤労感謝の日－－－－－－－－－１年生発表 １０：１０～
２４日（月）振替休日－－－－－－－－－－－学年合唱「大切なもの 「ＣＯＳＭＯＳ」」
２５日（火）校内研（授業研究会）１組「野生の馬」
２６日（水）月曜授業 ノーチャイムデー２組「Ｂｅｌｉｖｅ」
２７日（木）ノーチャイムデー３組「Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」
２８日（金）２年生発表 １１：０５～
２９日（土）－－－－－－－－－－－－－－－学年合唱｢平和の鐘 手のひらをかざして」「 」
３０日（日）－－－－－－－－－－－－－－－１組「ＹＥＬＬ」

２組「明日へ」
３組「君とみた海｣

３年生発表 １３：００～
研究授業実施学年合唱「虹 「大地讃頌 「ひとつの朝」」 」

１組「あなたへ」
３組「 」 本校では、本年度の研究主題Soon-ah will be done
２組「はじまり」 を「主体的に学ぶ生徒の育成～

全校合唱 「ケサラ」 １３：５０～ 言語活動を通して表現力を高め
招待演奏 甲府第一高等学校 アカペラ部 るために～」として、校内研究を進めています。「 」

１４：１０～ その一環として、１０月２１日（火）に英語科の
川口祐子先生が２年３組で「英語」の研究授業を行
いました。生徒は、全職員の参観もあって緊張して
いる様子が見えましたが、しっかり取り組んでいまがんばりました

した。また、生徒に言語活動を夏休みの友紹介図書感想文コンクール
通して学力をつけさせるため優秀 ２年 小島 明華
に、全職員が一人一実践の授業佳作 １年 田中 花心
を交代で行い相互に参観するこ佳作 １年 橋本 旭
とで指導力の向上に努めていき佳作 １年 窪田 優人
ます。甲府市小中学校読書感想文コンクール

入選 ２年 原田 周
入選 ３年 永冶萌々香

第６７回甲府市児童生徒理科自由研究発表会
優秀賞「 」 第３２回山梨県中学校新人水泳大会花粉の新事実 花粉を落とすためには

２年 原田 周 ２年男子自由形 ５０ｍ 第１位 依田 和樹
優秀賞「くぎのさびの正体は 」 ２年男子自由形１００ｍ 第１位 依田 和樹?

１年 小林 千花 １年女子平泳ぎ ５０ｍ 第１位 萩原 美聖
「家庭の日 「青少年を育む日」ポスター募集 １年女子平泳ぎ１００ｍ 第１位 萩原 美聖」

優秀賞「山梨日日新聞社賞」 ２年女子平泳ぎ ５０ｍ 第２位 中田 充咲
２年 佐藤 春郁 ２年女子 ﾒﾄﾞﾚ- 第２位 中田 充咲200m 個人


