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部活紹介特集
★文化部★
数学検定部

顧問：市野美幸

自然研究部

顧問：石月勇治

鈴木亜弥

現在１年生２名、２年生１名、３年生３名で活動し
井上雅英
ています。学期に一回ある数学検定に向けて１年生は
活動は毎週火曜日です。活動の目的は身近な自然に
５級、２年生は４級、３年生は３級を目指して過去問 親しみ自然に関する感性を高めることと、部員相互の親
題集を解くなどの活動をしています。現在は３月の数 睦を深めることです。主な活動は矢川緑地、ママ下湧水、
学検定に向けて学習中です。
多摩川など市内の自然を探索することです。雨天時など
英語検定部
顧問：佐藤珠璃亜 野外に出かけることができないときは、簡単な実験やイ
英検部の目標は卒業するまでに３級以上を取得する ンターネットを使った自然に関する調べものをしていま
ことです。現在は英検前は主に４級・３級の対策を行 す。夏期休業中は葛飾区の水元公園と裏高尾の南浅川へ
い、英検後は他の教材で英語に自然に慣れるような練 でかけ、水生生物の採集と観察を行いました。できるだ
習をしています。また映画を英語字幕で見て会話表現 け野外で自然に触れる機会を増やし、身近にある自然の
を書くことで、使われている英語に触れるような練習 大切さを感じ取って欲しいと考えています。
もしています。楽しく英語に触れ、学び、自然に英検
受験のための力がつく、そんな部活です。
吹奏楽部
顧問：森田典和・大場ひかる
合唱部
顧問：建部麻衣・永井優子
「一音一心」を部訓に、聴いてくださる方々に元気と
合唱部は３年生７名が引退後、１年生７名、２年生 笑顔を届けられる演奏を目指し、日々練習に取り組んで
４名の少数精鋭で日々練習に励んでいます。活動日は います。現在部員数４３名（３年生１９名を含む ）。本
月火木金の週４日間です。今年は NHK コンクールを 年度男子部員が６名と一気に膨れあがり、いろいろな意
始め、国立音楽祭、社会を明るくする音楽・パフォー 味で今までとはひと味違った二中吹奏楽部となりまし
マンス祭、市民まつり等地域での演奏活動を行うこと た。これからの目標は第一に「演奏力の向上」を図りた
ができました。音楽の楽しさ、仲間と協力して音楽を いと思っています 。「魅せて聴かせて愉しませる二中吹
創り上げる面白さを学び、日々の生活にも一生懸命取 奏楽部」をめざし、これからも邁進して参りますのでご
り組むよう心がけています。
声援よろしくお願いします。なお来年３月２９日（土）
文芸部
顧問：永井優子
に第４回スプリングコンサートを本校体育館で催す予定
男子４名、女子１２名。兼部しながら、あるいは文 です。卒業後の３年生も出演致しますのでどうぞご来校
芸部１本で作文か小説を書いています。仲間でリレー ください。
で物語を作ったり、詩や短歌なども書いてコンクール
家庭科部
顧問：甲田ちあき
に応募しています。
もの作り、手作りを基本に生活に活かせる工夫を考え
書道部
顧問：山野宣子
実習しています。生徒たちが計画し、興味あることを活
今年は「社会を明るくする運動」に出品させて頂き 動の中に取り入れています。少人数ですが和気あいあい
校外にも書道部をアピールできました。９人の小さな と活動しています。旬の食材を活かしたかぼちゃのクッ
小さな部ですが、コーチ指導のもと、輪になって作品 キーやりんごのミルフィーユ、手芸ではミニマスコット
に取り組んでいます。集中と集中の合間には好きなア やマカロンポーチなど楽しみながら作っています。生活
イドルや恋バナにも花が開いて・・・。楽しく活動し に活かして欲しいと願っています。
ています。
美術部
顧問：石坂洋子
郷土研究部
顧問：川田 薫
美術部は週２回、火木に美術室で活動しています。
昨年度までは少人数ながらも２・３年生で活動して 活動内容はフリーマガジンという部誌を年３～４回発行
きましたが、現３年生３名での活動になりました。６ しています。部誌は図書室に置いていますのでぜひご覧
月までに思い出に残る活動ができるように話し合いを ください。またカラー作品は年２回位美術室に展示して
進め、青梅の七福神巡りを実施しました。残念ながら います。今年は各種コンクールにも挑戦し、入選者を出
本年度をもって活動が終了してしまいましたが、仲よ しました。皆趣味の話をしながら和気あいあいと楽しく
く活動できて良かったと思います。
作品を制作しています。

★運動部★
バドミントン部

顧問：蒲生明宏・中山ますみ

部員は現在、２年生女子９名、１年生男子９名、女
子２２名です。中体連の大会は春・夏・秋の３回あり
ますが、これら以外に年２回の市民大会と、ラケット
ショップ主催の大会に出場しています。部員たちはみ
んなバドミントンが好きで、毎回一生懸命に練習に取
り組んでいます。外部コーチも時々練習のようすを見
に来てくれています。

サッカー部

顧問：大澤敬史・冨沢喜与志

サッカー部は主に月曜から金曜と、土日のいずれか
で練習または試合を行っています。２年生９名、１年生
８名で部員が一体となって支え励まし合ってチームを盛
り上げています。チームのモットーはフェアとボランテ
ィア精神。部活動を通して学習とスポーツの両立、普段
からのマナー・ルールを大切にしています。都大会出場
を目指し、一生懸命に取り組む部活動です。

陸上競技部

顧問：菅原幸弘・川嵜真琴

現在男子５２名、女子１６名が在籍し、週４日活動
しています。大学の陸上部員の方に外部指導員として
来ていただいています。春季・秋季の中体連公式大会
のほか、八王子市などの記録会にも参加しています。
これからの冬季は長距離種目がメインとなってきま
す。陸上は各種目の標準記録さえ突破すれば都大会に
出場できます。自己ベストを更新すべくそれぞれの種
目の練習に励んでいます。

バスケットボール部

顧問：久保光弘
川名猛司・清水博

バスケットボール部は男子３８名、女子１７名で活
動しています。バスケットボールを通して仲間を大切
にし、礼儀や思いやり、協力する心などを身につけ、
競技だけでなく勉強や行事、係や委員会などの仕事に
も全力で取り組める人間になってほしいと考えていま
す。そして友達や先生、保護者の方々など周囲から応
援してもらえるようなチーム作りを心がけています。
そのようにやるべきことをしっかりやることが前提で
バスケットボールが大好きな者同士が集まった集団と
して、自分たちが進んで一生懸命取り組むチームを目
指しています。足りないところはたくさんありますが、
今後とも応援よろしくお願いいたします。

卓球部

顧問：宮川直樹・竹内峰子

＜方針＞卓球というスポーツを通して心身や技術の
向上を図る。常に他者から学ぶという謙虚な姿勢をも
ち挨拶や言葉遣いなどの礼儀を重んじる。３年間の活
動を通して自らの可能性を広げる。
＜活動状況＞現在１年生７名、２年生７名の計１４
名で活動しています。昨年度は目標であった関東大会
出場を果たすことができました。今年の夏は都大会ベ
スト１６でその先に進むことはできませんでしたが、
現在は３年生の意志を引き継ぎ、新チームで練習に励
んでいます。

バレーボール部 顧問：川田薫・片山宏史
十数名の部員をまとめ、バレー部の基本をしっかり
と確立させてくれた３年生から引き継いだ２年生が、朝
練に、土日の練習に、とてもよく頑張っています。全員
で準備・練習・片付けを実践し、いつでもバレーができ
ることへの感謝の気持ちを素直に表せる二中バレー部
が、これからも続いていくことを願って毎日ボールをみ
んなで追いかけています。

野球部
顧問：斉藤耕一郎・神谷慧
二中野球部は現在２年生１４名、１年生４名で活
動しております。社会や学校のルールを守る、気持ちの
よいあいさつをする、大きな返事をする、時間を守る、
身だしなみを整える、道具を大切にする、感謝をする、
提出物を出す。当たり前のことを素晴らしくやって周り
を感動させる。そんな部活動を目指しております。９月
の秋季大会の初戦では、夏休みに０－９で敗戦した国立
一中に５－２で勝利しましたが、勝ち慣れていないせい
か２回戦で敗退してしまいました。しかし少しずつです
が成長が形として表れているのがうれしい限りです。ま
だまだ新チームの発足当初の「日本一になる」という目
標にはほど遠いのですが、野球の技術・知識を高め結束
を深め、野球だけでなく中学生としても日本一を目指す
取り組みをしていきます。これからもご協力とご声援よ
ろしくお願いします。

剣道部

顧問：中田考浩・堀江未来

活動方針 文武両道の精神の下、学校生活では模範
となるように意識・行動し、部活動では剣道の稽古を通
して、技量・体力の向上、自分を律する人間形成を目指
しています。
活動状況 男子８名、女子４名で、月木は朝練と午後
の筋力トレーニング、火金土は体育館にて稽古を行って
います。部員が一体となって剣道を楽しみ、稽古に励ん
でいます。初心者だった１年生の道着姿も板につき始め
てきました。男女ともに目標は都大会出場です。

【お知らせ】
◇

国立市ゴミ０の日清掃活動（ゴミ０デー）
・ 日時 １２月１日（日） ・場所 国立二中周辺、各自治会地域 ・時間 午前中の 1 時間程度

多くの生徒のボランティア参加を期待しています。

表
◆
◆

◆
◆

彰

～

おめでとう ！！

～

バドミントン部 第 52 回国立市民体育祭バドミントン大会 女子三部
第３位 浜 真理子さん ｼﾞｬｾｶﾗ ﾃｨﾘﾆ ﾜｻﾅさん
剣道部 第 52 回国立市民体育祭国立剣連秋季剣道大会
中学校女子の部 優 勝 塩崎 沙緋さん
第３位 尾石
光さん
中学校男子の部 第３位 堀内 柊志くん
第３位 岩田 侑士くん
卓球部 第 52 回国立市民体育祭秋季卓球大会
中学生男女の部 優 勝 名越 光昭くん
第３位 岩田 俊也くん
個人 平成２５年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会
最優秀賞（東京新聞賞）
２年５組 弓 ひかるさん
「税についての作文」東京都立川都税事務所長賞
３年１組 佐藤あかねさん
国立市長賞
３年１組 木下 綾乃さん
「税の標語」国立市長賞
作品 五円でも
全国間税会総連合会
作品 納めよう

今後の主な予定

誰かのために なれること １年４組
入選
未来の希望 胸に秘め
１年４組

【１１月】
１９日 (火 )期末考査始（社・英・ ２・３年 技家）
２０日 (水 )期末考査 （国・美・ ３年 保体）
２１日 (木 )期末考査終（理・数・音）
２２日 (金 )３年復習確認テスト
２３日 (土 )勤労感謝の日
２４日 (日 )ＰＴＡバレーボール大会 9:00 ～市民総合体育館
２９日 (金 )１年職場訪問 ２年上級学校訪問
３年進路会議 ３年午後カット

國場

美咲さん

今

広紀くん

【１２月】
１日 (日 )国立市ゴミ０の日清掃活動（ゴミ０デー）
２日 (月 )全校朝会
３日 (火 )面談始（全）１０日 (火 )まで
５日 (木 )ＰＴＡ役員会 18:00 ～ＰＴＡ運営委員会 19:00 ～
１０日 (火 )面談終（全）
１２日 (木 )１年歯科講話⑥ ３年進路会議 ３年６カット
１３日 (金 )３年進路会議 ３年６カット

