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平成２６年７月１８日富竹中だより Ｎｏ．４
文責 堀内

甲府市立富竹中学校 電話 ２２８－０２５１ １／２

１学期終了 ネットモラル教室
充実した夏休みに！！

７月７日（月）に 「スマホ・携帯の利便性、
４月７日に１０３名の新入生を迎え、翌日の と危険性」と題して全校生徒を対象に、昨年に

８日に全校生徒２９９名でスタートした１学期 ひきつづき山梨県警察本部少年対策官の渡邉豪
も、７月１８日に終業式を迎えました。昨年の さんに講演をしていただきました。
ような３８℃を超える猛暑日はありませんでし 昨年から一年経ちましたが、機能の向上に伴
たが、うっとうしい天気が続きました。 いスマホにおける危険性は増し、ＬＩＮＥによ
この１学期は例年と同じく多くの行事があり るトラブルも多くあるとの話で、スマホやＰＣ

３年生を中心にしっかり取り組んでくれまし の正しい知識を持って正しく使うことをわかり
た。修学旅行、生徒総会、全校体制で臨んだ市 やすくお話していただきました。
の総合体育大会などの諸行事や学習等を通して 生徒たちも真剣に話を聞き、話された内容を
生徒は少しずつ成長しました。 今後の生活に生かしてく
１８日の終業式で一区が切りがつきますが、 れることと思います。ま

三者懇談や通信表を参考に各自が１学期をしっ た、是非ご家庭でも使い
かり振り返り、成果と課題を確認し、夏休みの 方について確認をしてい
生活を送って欲しいものです。 ただき、トラブルがない
夏休みは、学校生活を離れ家庭での生活が中 ようにしてほしいもので

心になります。昨年も伝えましたが、次の２点 す。
を意識して生活を送ってください。 〈３年生の感想〉前のネ
一つは、夏休み中でなければできない事に取 ットモラル教室の時には、話を聞いても実感が

り組むこと。部活動であったり、勉強であった わきませんでしたが、スマホを持つようになっ
り、趣味や特技でよいと思います。自分なりの たので今回の話は、ちゃんと「自分のことなん
目標を持って生活してください。 だ」と思えとても勉強になりました。
もう一つは、家族の一員として、家事の一部

を引き受けるとか、地域の活動に参加したり、
市内特別支援学級ボランティア活動で人のために役立つなど、自

林間学校分から積極的に人に関わろうとすること。新た
、 （ ）な自分の発見の機会になるように生活してくだ わかたけ学級２・３の３名は ７月３日 木

さい。 ・４日（金）の２日間にわたり、愛宕山少年自
然の家で行われた林間学校に参加しました。市
内中学校１０校の特別支援学級の生徒と生活を
ともにしました。富竹ＣＬＥＡＮ ＤＡＹ
１日目は、結団式、美術館での展示見学や制

生徒総会で決まった、生徒会活動の取り組み 作活動などを行いました。夜にはキャンドルサ
富竹ＣＬＥＡＮ ＤＡＹ が７月１１日 金 ービスで各校が趣向を凝らしたパフォーマンス「 」 （ ）
の放課後に行われました。 を披露し、参加校の最後に登場した本校の生徒
ブロックごとに３年生を中心に決められた場 は、マジックイリュージョンで会場を多いに盛

所の草取りをしました。台風一過の暑い午後で り上げ盛大な拍手をもら
したが、生徒会が用意したゴミ袋がいっぱいに いました。
なるまで頑張ってくれました。
生徒会の方針にそった活動で、生徒を中心に

自主的に取り組んでいました。今後もこういっ
た活動に期待したいと思います。

２日目は、みんなで
野外でほうとうを作っ
て食べました。
本校から参加した生徒も各グループの他校生

と一緒に協力して活動しました 。。
多くの生徒と友だちになり充実した２日間を

過ごしました。
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甲府市立富竹中学校 学校だより７月 ２／２

夏休みの活動朝の交通安全指導
、 。ご協力ありがとう 夏休み中に 本校の生徒が下記の大会に参加します

それぞれ練習の成果を発揮して活躍してくれると思いございました。
７月８日（火）～１１日（金）に、平成５年度から ます。

＊第６５回山梨県中学校夏季総合体育大会続く、保護者の皆様と本校職員による交通安全指導の
７月２４日（木）卓球、テニス男女第１期が行われました。ご協力ありがとうございまし

２５日（金）テニス男女た。
２６日（土）水泳、バスケットボール女子この指導は 生徒に交通ルールやマナーを定着させ、 、
２７日（日）陸上、バスケットボール女子『自分の生命は、自分で守る』ことの習慣化を第一の

＊第５４回山梨県吹奏楽コンクール目的としていますが、朝のあいさつや身だしなみの指
11:50導も含めて、自他の生命を ８月２日（土）コラニー文化ホール

＊第８１回 コンクール山梨県大会尊重するという心の育成も NHK 全国学校音楽
14:50図っていくものです。 ８月６日（水） ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾎｰﾙ東京 韮崎文化

本年度も今後、９月・１ ＊第３８回関東中学校水泳競技大会
０月・１１月・１月に予定 ８月１０日（日）～１２日（火）ひたちなか市
しております。

７・８月の予定何かとお忙しい時間帯で
はありますが、各家庭１回
の指導ですのでご協力をお １９日(土)－－－－－－－－－－－－－－－－－
願いいたします。また、指導をする中でお気づきの点 ２０日( －－－－－－－－－－－－－－－－－日)

月)夏季休業日～８２６（火）がありましたら担当教師にお知らせください。 ２１日( /
年学習会 ２年学習会＊指導場所：笹本板金店様前交差点 学校正門前 ２２日(火)備品整理 3
年学習会 ２年学習会 年学習相談日 図書館開館日江上武夫様宅前交差点 千野瓦店様西変則交差点 ２３日(水)備品整理 3 1

年学習相談日 図書館開館日２４日(木) ﾃﾆｽ･県中学校総合体育大会 卓球 1
年学習会 ２年学習会 年学習相談日 図書館開館日２５日(金)ﾃﾆｽ 3 1

２６日( －－－－－－－－－－－市中学校選手権大会 土)ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
ソフトテニス ２７日( 水泳 －－－－－－－－－－日) ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

年学習会 ２年学習会 年学習相談日 図書館開館日第３位 川住彩鈴・澤崎綾夏組（県大会出場） ２８日(月)陸上 3 1
年学習会 ２年学習会 年学習相談日 図書館開館日県中学校選手権大会 ２９日(火)陸上 3 1

ソフトテニス 川住彩鈴・澤崎綾夏組 １回戦敗退 ３０日( 図書館開館日水) 3 年学習会
卓球 田中滉樹 ベスト ３１日( 図書館開館日32 木)１年登校日

予選リーグ敗退 １日( 図書館開館日阿部佳樹 柳澤祐輔 清水伊知香 久保川美穂 金)
陸上 齊藤功将 準決勝敗退 ２日( －－－－－200m 400m 予選敗退 土) ｸﾗﾌﾞ貢川地区子ども 球技会 新田地区夏祭り

吹奏楽コンクール( 演奏)古屋大樹 準決勝敗退100m 200m 予選敗退 11:50
石山尊哉 ３日( －－－－－－－－－－－－－－－－－1500m 100m予選敗退 予選敗退 日)

水泳 依田和樹 ５０ｍ自由形 第１位 ４日( 図書館開館日(関東大会出場) 月)
１００ｍ自由形 第２位 ５日( 図書館開館日(関東大会出場) 火)

水) 合唱コンクール（ 演奏）中田充咲 ２００ｍ平泳ぎ予選敗退 ６日( NHK 14:50
木)甲教協部会研究会・全体研修会200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 第８位 ７日(

(関東大会出場) ２年学習会萩原美聖 ２００ｍ平泳ぎ第５位 ８日(金)
１００ｍ平泳ぎ第５位 ９日( －－－－－－－－－－－－－－－－－(関東大会出場) 土)

中学生 －－－－－－－－－－－－－－－－－関東 テニス選手権大会 １０日(日)
１１日(月)３年登校日清水七輝・保坂駿太組 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ男子 回戦敗退1
１２日(火)
１３日(水) 図書館開館日
１４日(木) 図書館開館日
１５日(金)

－－－－－－－－－－－－－－－－－１６日(土)
－－－－－－－－－－－－－－－－－１７日(日)

１８日(月)校内研究会(１日）
学校保健委員会１３：３０１９日(火)職員会議(１日)

甲教協部会研究会第２９回富竹祭 ２０日(水)
２１日(木) 図書館開館日
２２日(金)スローガン 「昇」

～駆け上がれ、飛躍への道～ －－－－－－－－－－－－－－－－－２３日(土)
－－－－－－－－－－－－－－－－－日時 平成２６年９月１２日（金） ２４日(日)

文化部門( ､ ･ ) ２５日(月) 図書館開館日開祭式 発表 展示
９月１３日（土） ２６日(火)３年生サマーテスト
体育部門( ､ ) ２７日(水)２学期始業式体育 閉祭式

場所 富竹中学校体育館、校庭
＊詳細は、後日ご連絡をします。大勢の皆様のご ＊２年職場体験学習（７／２２～８／２１）

10:00 12:00 13:00 15:00来校をお待ちしています。 図書館開館時間 ～ 、 ～
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