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部活紹介特集
★文化部★
数学検定部

顧問：市野美幸

現在２年生２名、３年生３名で活動しています。学

自然研究部

顧問：石月勇治

鈴木亜弥

活動は毎週火曜日です。自然に親しみ自然に関する

期に一回実施している数学検定に向けて、２年生は４ 感性を高めることと、部員同士の親睦を深めることを目
級、３年生は３級を目指して過去問題集を解くなどの 的として活動しています。主な活動は、矢川緑地、ママ
活動をしています。現在は３月の数学検定に向けて学 下湧水、多摩川など市内の自然探索です。雨天時など野
習中です。

英語検定部

外に出掛けることができない時は、簡単な実験や観察、

顧問：前盛啓子

インターネットを使った自然に関する調べ物をしていま

英検部は月曜・金曜を活動の日として定めていま す。夏期休業中は高尾山を登り相模湖まで行ったり、秋
す。主に英語のＤＶＤを見たりビートルズの歌を歌っ 川に行って川の中の生物を探したりしました。できるだ
たり、和やかな雰囲気でみんなが楽しんでいます。今 け野外で自然に触れる機会を増やし、身近にある自然の
は２学年・１学年がメインで活動しています。時に授 大切さを感じ取ってほしいと考えています。
業内容の復習や予習をすることもあります。これから

吹奏楽部

は「アナと雪の女王」のＤＶＤを英語で聞きたいと思

現在、３年生８名が第一線を退き、１年生１１名、

っています。

合唱部

顧問：森田典和・大場ひかる

２年生１７名の計２８名で、
「一奏懸命」の部訓のもと、

顧問：建部麻衣・永井優子

日々活動しています。今年は「東京都中学校吹奏楽コン

現在 1 年 12 名、2 年 8 名の計 20 名で週 4 日活動し クール」で念願の金賞を受賞することができ、それをき
ています。今年はずっと目標としていた NHK 音楽合 っかけに活動の幅も広がってきました。今年度は二小と
唱コンクールにて銅賞を受賞することができました。 四小から演奏依頼を受け、小学生に二中吹奏楽部の響き
また、花まつり、社明運動、市民祭りなど地域での演 を届ける機会をいただきました。社明運動や市民まつり、
奏活動も数多く行うことができました。なお、12 月 23 児童館まつりなどを含め、地域に根ざし地域の方々に愛
日はスターバックス国立駅前店のテラス前にて国立音 される「二中吹奏楽部」をめざし、今後も皆さんに笑顔
中合唱部と合同でクリスマスコンサートを行いますの を届けられるよう誠心誠意心を込めた演奏を心掛けてい
でぜひ聴きにいらしてください。
きたいと思います。なお来年３月２９日に「第５回スプ

家庭科部

顧問：河合昭子

リングコンサート」を本校体育館にて行う予定です。３

手芸では興味のあるもの、必要なものを各自が計画 年生のラストステージとなる今回のコンサート。真面目
し、製作しています。また月１回の調理実習では主に な中にも笑いあり、涙ありの必見のコンサートへ是非お
旬の食材を使ったお菓子を作りました 。（サツマイモ 越し頂ければと部員一同願っております。
のチーズケーキ、リンゴパイ、マンゴケーキなど）

美術部

顧問：石坂洋子

部員は３０名近くいますが、皆仲良く楽しんで生活に
美術部は週２回、火曜日と木曜日に美術室で活動し
活かせる物作りを行っています。
ています。部員は１年生７名、２年生５名、３年生８名

書道部

顧問：山野宣子

の計２０名です。年に３回位、部誌のフリーマガジンを

書道部は３年生２名・２年生４名・１年生１名で火 発行しています。毎回テーマを決めて楽しく美しい作品
曜日と木曜日に活動しています。これまでは”女子の を描いています。図書室に置いてありますのでご自由に
園”でしたが、今年度から男子部員も入りにぎやかに お持ちください。また、今美術室前の壁にカラー作品を
練習しています。週２日のうち火曜日は大学の書道科 展示しています。各種コンクールにも参加し入賞もして
を卒業したコーチから指導を受けて本格的に練習を います。夏休みには見識を広げ親睦を深めるために美術
し、木曜日はちょっと変わったことにチャレンジして 館見学ツアーを行っています。今年も多数の参加者があ
います。今年度は風鈴を作ってみました。夏に飾るに り、楽しい１日を過ごしました。
は間に合いませんでしたが、来年の夏には自分で作っ
文芸部
顧問：永井優子
た風鈴で涼しい風を感じたいです。今は、書き初めで
賞を取るための練習の真っ最中です。

文芸部では毎週火曜日にパソコン室で原稿をワープ
ロ打ちし、木曜日に原稿書きをしています。部員の作品
を集めた文集作りに励んでいます。何人かの部員の作品
は、新聞の投書欄に掲載されました。

★運動部★
陸上競技部

顧問：川嵜真琴・北村智志

現在男子３０名、女子８名が在籍し、週４日活動し
ています。練習は以前来ていただいていた大学生の陸
上部員の方に教えていただいたものを参考にしたり、
自分たちで考えるなどして行っています。春季・秋季
の中体連公式大会のほかに八王子市の記録会やロード
レースにも参加しています。陸上は各種目の標準記録
を突破すれば都大会に出場できるので、自己ベストを
更新するべくそれぞれが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３０名、女子２３名で
活動しています。バスケットを通じて勉強や行事、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
を目指しています。またバスケットをやりたい者同士
が集まった集団として、先生やコーチにやらされるの
ではなく、自分たちですすんで一生懸命取り組めるチ
ームつくりを目指しています。まだまだできないこと
はたくさんありますが、少しずつまとまりができてき
ているので、今後とも応援よろしくお願いいたします。

バレーボール部

顧問：田代淑江

現在、２年生３名、１年生８名で活動しています。
今年度の活動方針は「挨拶、返事、感謝の気持ち 」「あ
きらめない強い気持ち、素直な気持ち」「切磋琢磨」で
す。２年生が少ない状況の中ではありますが、一生懸命
ボールをつなぎ１本１本大切にプレーしています。新人
戦でも準決勝リーグまで勝ち上がり、技術的にも力をつ
けてきています。年明けの冬季大会に向けて当面の目標
はブロックベスト８。何でも頑張るバレー部を目指し、
努力していきたいと思っています。これからもご指導、
ご声援をよろしくお願い致します。

野球部

顧問：斉藤耕一郎・神谷慧

現在選手５名、マネージャー２名で活動しています。
９名に達していないので一中との合同チームとして日々
練習に励んでいます。とても厳しい状況にはありますが
部員たちは一生懸命取り組んでいます。その成果として
市内大会準優勝、多摩武蔵杯ＧＬ突破と着実に力をつけ
ています。１２月からは都大会レベルの学校やクラブチ
ームが参加する中央スポーツ杯という大会に挑戦し、３
月には全国大会出場校と練習試合を行う予定です。野球
を楽しみながらプレーするというよりも自分のプレーの
幅を広げたりレベルを上げることによって野球を楽しむ
卓球部
顧問：宮川直樹・井上雅英 ことに重きを置いて活動しています。興味のある生徒は
＜活動方針＞「生涯にわたり向上心をもち、努力を 顧問または部員に声をかけてください。
続けることのできる人材の育成」
剣道部
顧問：中田考浩
＜活動状況＞現在 1 年生 5 名、2 年生 7 名の計 12 名で
活動方針 文武両道の精神の下、学校生活を模範と
活動しています。今年の 8 月には、千葉県で行われた なれるように意識し、部活動では剣道を楽しみながら、
関東中学校卓球大会へ出場することができました。現 体力の向上を目指しています。
在は、少数ながら部を支えてくれた 3 年生が引退し、 活動状況 男子 11 名、女子 3 名で部員たちが火金土の
新チームとして日々、白球をコートに打ち込んでいま 体育館にて稽古をがんばっています。目標は男女ともに
す。来年の夏、山梨県で行われる関東大会に出場し、 都大会出場です。
先輩と達成することができなかった、予選リーグの通
サッカー部 顧問：大澤敬史・冨沢喜与志
過が目標です。引き続き応援よろしくお願いします。
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
バドミントン部 顧問：蒲生明宏・中山ますみ １６名で部員が一体となり、支え励まし合ってチームを
バドミントン部は現在、２年生男子７名、女子１９ 盛り上げています。個人の技術向上はもちろん、チーム
名、１年生男子８名、女子１９名で活動しています。 スポーツには欠かせないチームワークが高まるように日
部員たちはみんなバドミントンが好きで毎回の練習に 々取り組んでいます。チームのモットーは、フェアとボ
一生懸命に取り組んでいます。外部指導員の方も、月 ランティア精神。部活動をとおして学習とスポーツの両
に何回か練習を見に来てくれています。今年度は夏季 立、普段からルールやマナーを大切にしています。都大
大会で女子団体がベスト１６、秋の新人戦では男子団 会出場を目指し、一生懸命に取り組む部活動です。
体がベスト１６，個人戦では男子のダブルスの１ペア
がベスト１６まで入り、残念ながらその先までは進む
ことができませんでしたが、今後さらに前進していけ
ることを目標に毎回の練習に励んでいます。

表 彰
～ おめでとう ！！ ～
◆平成２６年度「税についての作文」
国税庁長官賞
３年４組 弓 さん
東京納税貯蓄組合総連合会会長賞 ３年５組 塩崎 さん
多摩納税貯蓄組合連合会入賞
３年４組 濱崎 さん
多摩納税貯蓄組合連合会優秀賞
３年１組 村山 さん
国立市長賞
３年４組 瀬川 さん
３年５組 田波 さん
◆本校はポスターの応募率が高かったため 、「平成２６年度薬物乱用防止率先校」に選出・表彰されました。
今後の主な予定
【１２月】
１６日(火)３年家庭科・消費者教育 ３年入試相談 ３年①、②カット
１７日(水)一斉委員会
１９日(金)中央委員会
２０日(土)駅伝練習会 14:00 ～ 於国立一中
２３日(火)天皇誕生日
２４日(水)給食終 大掃除
２５日(木)終業式

【１月】
８日(木)始業式
９日(金)給食始
１０日(土)学校公開 新入生保護者説明会 10:45 ～
ＰＴＡ役員会 14:00 ～
１２日(月)成人の日
１３日(火)１年保護者会 15:00 ～
１４日(水)校内研修会 ⑤１年研究授業 ２，３年⑤カット
１５日(木)３年私立推薦出願

