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◎回覧をお願いします。増し刷り配付はご自由にどうぞ。山梨県庁のホームページでも掲載中です。 
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◎ご意見・ご感想，情報提供はこちらまで。Email:Email:Email:Email:    hirayamahirayamahirayamahirayama----atxj@pref.yamanashi.lg.jpatxj@pref.yamanashi.lg.jpatxj@pref.yamanashi.lg.jpatxj@pref.yamanashi.lg.jp    

「「「「目目目目をかければをかければをかければをかければ人人人人はははは必必必必ずずずず育育育育つつつつ」」」」    
～「ピグマリオン効果」について～                    

                                                                                                        峡東教育事務所副所長峡東教育事務所副所長峡東教育事務所副所長峡東教育事務所副所長    一之宮一之宮一之宮一之宮    英文英文英文英文    

５５５５月月月月のののの連休中連休中連休中連休中、、、、外山滋比古氏外山滋比古氏外山滋比古氏外山滋比古氏のののの『『『『思考思考思考思考のののの整理学整理学整理学整理学』（』（』（』（ちくまちくまちくまちくま文文文文

庫庫庫庫））））をををを読読読読みましたみましたみましたみました。。。。３０３０３０３０年近年近年近年近くくくく前前前前にににに発表発表発表発表されたこのされたこのされたこのされたこの作品作品作品作品はははは、、、、現在現在現在現在１１１１

００００００００万部万部万部万部をををを突破突破突破突破するほどのするほどのするほどのするほどのベストセラーベストセラーベストセラーベストセラー本本本本となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、特特特特にににに大大大大

学生学生学生学生にににに愛読愛読愛読愛読されているそうですされているそうですされているそうですされているそうです。。。。    

    このこのこのこの本本本本のののの中中中中でででで私私私私がががが一番印象一番印象一番印象一番印象にににに残残残残ったったったった箇所箇所箇所箇所がががが、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカののののローローローロー

ゼンタールゼンタールゼンタールゼンタール（（（（ハーバードハーバードハーバードハーバード大学大学大学大学））））というというというという心理学者心理学者心理学者心理学者のののの実験実験実験実験のののの一節一節一節一節でででで

したしたしたした。。。。    

    

    そのそのそのその実験実験実験実験とはとはとはとは次次次次のようなものでしたのようなものでしたのようなものでしたのようなものでした。。。。    

    「「「「４０４０４０４０人人人人のののの生徒生徒生徒生徒のいるのいるのいるのいるクラスクラスクラスクラスをををを２０２０２０２０人人人人ずつずつずつずつ二二二二つのつのつのつのグループグループグループグループ「Ａ」「Ａ」「Ａ」「Ａ」

「Ｂ」「Ｂ」「Ｂ」「Ｂ」にににに分分分分けるけるけるける。。。。学力学力学力学力はははは「Ａ」「Ｂ」「Ａ」「Ｂ」「Ａ」「Ｂ」「Ａ」「Ｂ」平均平均平均平均してしてしてして同同同同じようにしておくじようにしておくじようにしておくじようにしておく。。。。まままま

ずずずず、、、、第第第第１１１１回回回回ののののテストテストテストテストをするをするをするをする。Ａ。Ａ。Ａ。Ａグループグループグループグループにはにはにはには採点採点採点採点したしたしたした答案答案答案答案をををを返返返返すすすす

がががが、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂグループグループグループグループのののの答案答案答案答案はははは見見見見もしないでもしないでもしないでもしないで教師教師教師教師がががが一人一人生徒一人一人生徒一人一人生徒一人一人生徒をををを

呼呼呼呼んでんでんでんで、「、「、「、「テストテストテストテストのののの成績成績成績成績はよかったはよかったはよかったはよかった」」」」とととと告告告告げるげるげるげる。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、でたらでたらでたらでたら

めであるめであるめであるめである。。。。    

    しばらくしてしばらくしてしばらくしてしばらくして、、、、第第第第２２２２回回回回ののののテストテストテストテストをするをするをするをする。。。。前前前前とととと同同同同じようにじようにじようにじようにＡＡＡＡグループグループグループグループ

にはにはにはには点点点点のついたのついたのついたのついた答案答案答案答案をををを返返返返しししし、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂグループグループグループグループにはにはにはには一人一人一人一人一人一人一人一人をををを呼呼呼呼びびびび

出出出出してしてしてして、「、「、「、「今度今度今度今度もよくできていたもよくできていたもよくできていたもよくできていた」」」」とととと、、、、答案答案答案答案はははは見見見見せずせずせずせず返返返返さずにさずにさずにさずに伝伝伝伝ええええ

るるるる。。。。生徒生徒生徒生徒はいくらかはいくらかはいくらかはいくらか不審不審不審不審にににに思思思思うがうがうがうが、、、、ほめられるのはほめられるのはほめられるのはほめられるのは悪悪悪悪くないくないくないくない。。。。ああああ

まりうるさいせんさくはしないでそのままにしてしまうまりうるさいせんさくはしないでそのままにしてしまうまりうるさいせんさくはしないでそのままにしてしまうまりうるさいせんさくはしないでそのままにしてしまう。。。。    

    こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを何度何度何度何度かかかか繰繰繰繰りりりり返返返返したしたしたした後後後後、、、、今度今度今度今度はははは全員全員全員全員のののの答案答案答案答案をををを採採採採

点点点点、「Ａ」「Ｂ」、「Ａ」「Ｂ」、「Ａ」「Ｂ」、「Ａ」「Ｂ」両両両両グループグループグループグループのののの平均点平均点平均点平均点をををを出出出出してみるしてみるしてみるしてみる。。。。するとするとするとすると、、、、ほめてほめてほめてほめて

いたいたいたいたＢＢＢＢグループグループグループグループのほうがのほうがのほうがのほうがＡＡＡＡグループグループグループグループよりよりよりより点点点点がががが高高高高くなっているくなっているくなっているくなっている。」。」。」。」    

    

    このようなこのようなこのようなこのような「「「「期待期待期待期待するするするする（（（（ほめるほめるほめるほめる））））ことによってことによってことによってことによって、、、、相手相手相手相手もそのもそのもそのもその期待期待期待期待にににに

応応応応えるようになるえるようになるえるようになるえるようになる。」。」。」。」というというというという現象現象現象現象をををを「「「「ピグマリオンピグマリオンピグマリオンピグマリオン効果効果効果効果」」」」とよんでいとよんでいとよんでいとよんでい

ますますますます。。。。またまたまたまた、、、、このようなこのようなこのようなこのような効果効果効果効果がががが起起起起こるこるこるこる理由理由理由理由をををを別別別別なななな本本本本でさらにでさらにでさらにでさらに調調調調べべべべ

てみるとてみるとてみるとてみると、、、、ローゼンタールローゼンタールローゼンタールローゼンタールはははは、、、、人人人人はははは常常常常にににに相手相手相手相手のののの期待期待期待期待にににに対対対対しししし最最最最もももも

敏感敏感敏感敏感にににに反応反応反応反応するからとするからとするからとするからと説明説明説明説明していますしていますしていますしています。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこの本本本本をををを読読読読むまむまむまむま

でででで、、、、私自身私自身私自身私自身「「「「ほめるほめるほめるほめる」」」」ことのことのことのことの重要性重要性重要性重要性についてはについてはについてはについては理解理解理解理解していたものしていたものしていたものしていたもの

のののの、「、「、「、「ピグマリオンピグマリオンピグマリオンピグマリオン効果効果効果効果」」」」なるものとなるものとなるものとなるものと関関関関わっていたことをわっていたことをわっていたことをわっていたことを全全全全くくくく知知知知りまりまりまりま

せんでしたせんでしたせんでしたせんでした。。。。    

    さらにさらにさらにさらに調調調調べてみるとべてみるとべてみるとべてみると、、、、このこのこのこの効果効果効果効果はははは子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに限限限限らずらずらずらず、、、、私私私私たちたちたちたち

大人大人大人大人にもにもにもにも、、、、またまたまたまた、、、、プライベートプライベートプライベートプライベートやややや仕事仕事仕事仕事においてもにおいてもにおいてもにおいても期待期待期待期待できるものできるものできるものできるもの

であるとであるとであるとであると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも経験経験経験経験があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、

他他他他のののの人人人人からからからから信頼信頼信頼信頼されたりされたりされたりされたり期待期待期待期待されたりするとされたりするとされたりするとされたりすると、、、、それにそれにそれにそれに応応応応えようとえようとえようとえようと

がんばれるがんばれるがんばれるがんばれる、、、、そしてもちろんがんばればきちんとそれにはそしてもちろんがんばればきちんとそれにはそしてもちろんがんばればきちんとそれにはそしてもちろんがんばればきちんとそれには結果結果結果結果

がついてくることになりますがついてくることになりますがついてくることになりますがついてくることになります。。。。    

    さてさてさてさて、、、、私私私私はははは、、、、このこのこのこの「「「「ピグマリオンピグマリオンピグマリオンピグマリオン効果効果効果効果」」」」なるものがなるものがなるものがなるものが、、、、特特特特にににに親子親子親子親子のののの

関係関係関係関係においてにおいてにおいてにおいて、、、、我我我我がががが子子子子のののの可能性可能性可能性可能性にににに対対対対してしてしてして、、、、親親親親がまずがまずがまずがまず肯定的肯定的肯定的肯定的なななな

確信確信確信確信をもつことがをもつことがをもつことがをもつことが何何何何よりもよりもよりもよりも大切大切大切大切ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

        「「「「このこのこのこの子子子子はいいはいいはいいはいい子子子子だだだだ。」「。」「。」「。」「素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい子子子子だだだだ。」「。」「。」「。」「優優優優しいしいしいしい子子子子だだだだ。」。」。」。」

「「「「思思思思いやりのあるいやりのあるいやりのあるいやりのある子子子子だだだだ。」「。」「。」「。」「能力能力能力能力のあるのあるのあるのある子子子子だだだだ。」「。」「。」「。」「センスセンスセンスセンスのいいのいいのいいのいい子子子子

だだだだ。」。」。」。」とととと確信確信確信確信してしてしてして育育育育てていればてていればてていればてていれば、、、、だんだんそうなっていくだんだんそうなっていくだんだんそうなっていくだんだんそうなっていく。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、子子子子どもにあまりにどもにあまりにどもにあまりにどもにあまりに過過過過度度度度のののの期待期待期待期待をかけすぎてしまいをかけすぎてしまいをかけすぎてしまいをかけすぎてしまい、「、「、「、「しかるしかるしかるしかる」」」」

ことがことがことがことが多多多多くなりくなりくなりくなり、「、「、「、「このこのこのこの子子子子はいまひとつかもしれないはいまひとつかもしれないはいまひとつかもしれないはいまひとつかもしれない」」」」とととと思思思思いいいい始始始始めめめめ

ればればればれば、、、、子子子子どももだんだんそうなってしまいますどももだんだんそうなってしまいますどももだんだんそうなってしまいますどももだんだんそうなってしまいます。。。。    

    

        今今今今のののの時代時代時代時代はははは、、、、子育子育子育子育てがとてもせわしないものになってしまったてがとてもせわしないものになってしまったてがとてもせわしないものになってしまったてがとてもせわしないものになってしまった

ようにようにようにように思思思思いますいますいますいます。。。。昔昔昔昔のようにのんびりとのようにのんびりとのようにのんびりとのようにのんびりと子育子育子育子育てをしていられないてをしていられないてをしていられないてをしていられない

環境環境環境環境のためのためのためのため、、、、親親親親ののののプレッシャープレッシャープレッシャープレッシャーやややや焦焦焦焦りはりはりはりは相当相当相当相当なものがあるとなものがあるとなものがあるとなものがあると思思思思

われますわれますわれますわれます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、知知知知らずらずらずらず知知知知らずのうちにらずのうちにらずのうちにらずのうちに「「「「あれしなさいあれしなさいあれしなさいあれしなさい、、、、これしこれしこれしこれし

なさいなさいなさいなさい。」。」。」。」とととと自分自分自分自分のののの思思思思いをいをいをいを押押押押しつけしつけしつけしつけ、、、、子子子子どもからどもからどもからどもから可能性可能性可能性可能性をををを奪奪奪奪ってってってって

いくことになりかねませんいくことになりかねませんいくことになりかねませんいくことになりかねません。。。。我我我我がががが子子子子へのへのへのへの親親親親のののの思思思思いはいはいはいは、、、、ちょっとしちょっとしちょっとしちょっとし

たたたた言葉言葉言葉言葉のののの端端端端々々々々やふやふやふやふとととと見見見見つめたつめたつめたつめた目目目目のののの輝輝輝輝きのきのきのきの中中中中にににに、、、、現実現実現実現実にににに現現現現れるれるれるれる

からですからですからですからです。。。。    

    

        本当本当本当本当のののの意味意味意味意味でででで子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの力力力力をををを伸伸伸伸ばしてあげられるのはばしてあげられるのはばしてあげられるのはばしてあげられるのは親親親親だだだだ

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。一番一番一番一番そばにいるおそばにいるおそばにいるおそばにいるお父父父父さんさんさんさん、、、、おおおお母母母母さんがさんがさんがさんが子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち

のののの一番一番一番一番のののの理解者理解者理解者理解者でありでありでありであり、、、、そのおそのおそのおそのお父父父父さんさんさんさん、、、、おおおお母母母母さんのさんのさんのさんの理解理解理解理解があっがあっがあっがあっ

てこそてこそてこそてこそ子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは安心安心安心安心のののの中中中中でででで成長成長成長成長しししし、、、、伸伸伸伸びていくのだとびていくのだとびていくのだとびていくのだと思思思思いいいい

ますますますます。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さんやさんやさんやさんや教師教師教師教師もそのもそのもそのもその役割役割役割役割をををを担担担担ってはいってはいってはいってはい

ますがますがますがますが、、、、それはほんのそれはほんのそれはほんのそれはほんの一端一端一端一端でででで、、、、あくまであくまであくまであくまで脇役脇役脇役脇役でありでありでありであり応援者応援者応援者応援者にすにすにすにす

ぎませんぎませんぎませんぎません。。。。    

    私私私私もももも応援者応援者応援者応援者のののの一人一人一人一人としてとしてとしてとして、、、、子子子子どもたちへのどもたちへのどもたちへのどもたちへの指導指導指導指導やややや教育事務所教育事務所教育事務所教育事務所

でのでのでのでの仕事仕事仕事仕事においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「ピグマリオンピグマリオンピグマリオンピグマリオン効果効果効果効果」」」」がががが発揮発揮発揮発揮できるようできるようできるようできるよう、、、、一人一人一人一人

一人一人一人一人のののの可能性可能性可能性可能性をををを信信信信じてじてじてじて接接接接していくようしていくようしていくようしていくよう心心心心がけていきたいとがけていきたいとがけていきたいとがけていきたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、おおおお互互互互いにがんばりましょういにがんばりましょういにがんばりましょういにがんばりましょう。。。。    

峡峡峡峡    東東東東    教教教教    育育育育    事事事事    務務務務    所所所所    

地域教育支援地域教育支援地域教育支援地域教育支援スタッフスタッフスタッフスタッフ    

TEL   0553TEL   0553TEL   0553TEL   0553----20202020----2731273127312731    

FAX   0553FAX   0553FAX   0553FAX   0553----20202020----2733273327332733    



  

 

県では子育てや親子関係について、親が楽しみながら主体的に学ぶことのできる教材として、ワークシ

ート形式の「やまなし『親』学習プログラム」を作成し、幼稚園・保育所・小中学校・高等学校・特別支

援学校に冊子でお配りしてあります。各学校の学級懇談等で積極的に活用してください。冊子を使った学

習会を実施する際には、子育ての講師を利用することも出来ます。講師の紹介もしていますので、担当に

ご連絡ください。 

また、各地域で子育ての講師を利用することが出来ます。地域で冊子が必要な方や講師の利用について

お知りになりたい方は、下記まで連絡をお願い致します。 

連 絡 先  山梨県教育庁社会教育課 成人・家庭教育担当  山下 初美 

電 話   055-223-1772(直通)  F A X   055-223-1775                  

E-mail   yamashita-atsk@pref.yamanashi.lg.jp 

 

親子タグラグビー教室 

５月２６日の甲州市チャレンジデーにあわせて、甲州市の塩

山カトリック幼稚園では親子タグラグビー教室を開催しました。

タグラグビーは、タグという 2 本のひもを腰に付け、タグを取

られないようにしながら、ボールをパスし相手ゴールを目指す

スポーツです。当日は、山梨県ラグビーフットボール協会から 3

人のコーチを招き指導していただきました。園児にもできるよ

う、コーチ達が内容を工夫し、初心者の園児でも遊び感覚で楽

しめるものばかりでした。 

タグ取り鬼ごっこは、チーム対抗で行います。自分と違う色のタグを付けている人のタグを取るゲ

ームです。園児たちは、お父さんやお母さん、友だちのタグをねらい、園庭を走り回っていました。  

また、自分の顔より大きいボールをもって、コーン代わりの保護者の横を、タグを取られないように

走り抜けるゲームでは、自分の順番を待っている園児が、プレーし

ている友達に「○○ちゃん、がんばってー」と、元気いっぱい声援

を送っていました。 

塩山カトリック幼稚園の「一人ひとりが神さまからいただいた力

を発揮し、神と人に対して信頼と感謝の心をもち、自分で判断し行

動できる人になる」という教育理念のもと、仲間や異年齢児と共に

いろいろな活動をすることで、豊かな感性、社会性等も培われてい

くのだと感じました。 

            

    

            

                                                                                            

2010201020102010（（（（平成平成平成平成 22222222））））年度版年度版年度版年度版    

            峡東地域教育峡東地域教育峡東地域教育峡東地域教育    

                        連携活動紹介誌連携活動紹介誌連携活動紹介誌連携活動紹介誌    

隔年発行している２２年度版「峡東地域教育連携活動紹介誌」

が，管内小中学校のご協力を得て，この度完成しました。 

  「峡東地域教育連携活動紹介誌」は地域・学校・家庭が連携

し協力して，子どもたちのより良い育ちを支援していくために

作成しました。紹介されている事例は、いずれも地域社会に根

ざした各校のすばらしい実践です。本誌を大いに活用していた

だいて、地域ぐるみで子どもを育てる地域連携活動が、ますま

す展開されていくことを願っています。また、峡東教育事務所

の HP にも地域ごと掲載しています。 



  

 

平成平成平成平成２２２２２２２２年峡東地区子育年峡東地区子育年峡東地区子育年峡東地区子育てててて講演会講演会講演会講演会ごごごご案内案内案内案内 

 

 

 

 

講師講師講師講師         岩手県立図書館総括責任者岩手県立図書館総括責任者岩手県立図書館総括責任者岩手県立図書館総括責任者            小林是綱氏小林是綱氏小林是綱氏小林是綱氏    

プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        中道町生中道町生中道町生中道町生まれまれまれまれ    大泉金田一春彦記念図書館前館長大泉金田一春彦記念図書館前館長大泉金田一春彦記念図書館前館長大泉金田一春彦記念図書館前館長        

山梨山梨山梨山梨ことばのことばのことばのことばの会代表会代表会代表会代表                        笛吹市常徳寺住職笛吹市常徳寺住職笛吹市常徳寺住職笛吹市常徳寺住職    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ地域資料地域資料地域資料地域資料デジタルデジタルデジタルデジタル化研究会理事長化研究会理事長化研究会理事長化研究会理事長            

講演会詳細講演会詳細講演会詳細講演会詳細    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

  

6月9・12・19日の3日間にわたり、笛吹市・東山梨地区におい

て、中学校の総合体育大会が行われました。取材日の9日は、朝か

ら雨が降っていましたが各会場には、早くから部員たちが集合し、  

自分たちの試合の準備や調整を行っていました。部員たちはこの 

日のために、放課後や休日の練習に励んできました。3年生にと 

って、これが最後の公式試合となる部、試合メンバーぎりぎりの 

部員のため、次の新人体育大会に出場できないかもしれない部も 

あり、選手たちの表情は真剣で、緊張感が伝わってきました。 

「一つでも多く勝ち、学校へ優勝旗を持って帰るぞ。」「県の総  

合体育大会の出場枠を獲得したい。」という熱い思いを胸に、力の限りプレーしている姿・声がかれるほど応援している部員の

姿が印象的でした。 

どの試合会場でも、生徒のみなさんが他校生や応援の保護者にも「こんにちは」と気持ちのいい挨拶を交わしていたこと、

自転車の駐輪がきちんと整列されていたことに、技術だけでなく、日頃から礼儀やマナー等も重んじて活動している様子がう

かがえ、うれしく思いました。また、平日開催に関わらず、多くの保護者の応援に驚きながらも、お子さんたちの活躍する姿

にエールを送りたい「親心」も感じることができた大会1日目でした。 

 

 

 

 

 

 

１１１１．．．．日時日時日時日時                            平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））        受付受付受付受付    午後午後午後午後２２２２時時時時００００００００分分分分～～～～    

開会開会開会開会        午後午後午後午後２２２２時時時時３０３０３０３０分分分分            閉会閉会閉会閉会    午後午後午後午後４４４４時時時時３０３０３０３０分分分分    

２２２２．．．．場所場所場所場所                            山梨市民会館山梨市民会館山梨市民会館山梨市民会館        「「「「千鳥千鳥千鳥千鳥のののの間間間間」」」」    

    

３３３３．．．．申申申申しししし込込込込みみみみ                    峡東地域各保幼峡東地域各保幼峡東地域各保幼峡東地域各保幼・・・・小小小小・・・・中中中中・・・・県立学校県立学校県立学校県立学校、、、、峡東教育事務所峡東教育事務所峡東教育事務所峡東教育事務所までまでまでまで、、、、おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。メーメーメーメー

ルルルルもももも可能可能可能可能ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、当日当日当日当日のののの参加参加参加参加もももも可能可能可能可能ですですですです。。。。不明不明不明不明なななな点点点点はははは、、、、下記担当下記担当下記担当下記担当までおまでおまでおまでお問問問問いいいい合合合合わわわわ

せせせせ下下下下さいさいさいさい。。。。    

４４４４．．．．主主主主    催催催催                                峡東地域教育推進連絡協議会峡東地域教育推進連絡協議会峡東地域教育推進連絡協議会峡東地域教育推進連絡協議会        山梨市教育委員会山梨市教育委員会山梨市教育委員会山梨市教育委員会        峡東教育事務所峡東教育事務所峡東教育事務所峡東教育事務所    

５５５５．．．．そのそのそのその他他他他                                        駐車場駐車場駐車場駐車場にににに限限限限りがありますのでりがありますのでりがありますのでりがありますので、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく乗乗乗乗りりりり合合合合わせておわせておわせておわせてお越越越越しししし下下下下さいさいさいさい。。。。    

    

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ                                峡東地域教育推進連絡協議会峡東地域教育推進連絡協議会峡東地域教育推進連絡協議会峡東地域教育推進連絡協議会（（（（峡東教育事務所内峡東教育事務所内峡東教育事務所内峡東教育事務所内））））            石原石原石原石原        田之口田之口田之口田之口        平山平山平山平山    

TEL TEL TEL TEL     0553055305530553----20202020----2731273127312731                FAXFAXFAXFAX     0553 0553 0553 0553----20202020----2733273327332733            

EEEE----mailmailmailmail    tanoguchitanoguchitanoguchitanoguchi----ayyn@pref.yamanashi.lg.jpayyn@pref.yamanashi.lg.jpayyn@pref.yamanashi.lg.jpayyn@pref.yamanashi.lg.jp    

《《《《笛吹笛吹笛吹笛吹・・・・東山東山東山東山梨梨梨梨》》》》    



  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育局の活躍   

＜＜＜＜陸上部陸上部陸上部陸上部＞＞＞＞    

山梨県総合体育大会において三井聖也くん (勝沼中出身園芸科2年) が走り幅跳びに大会新

記録で優勝し１００ｍでも 5 位に入賞しました。関東大会では沖縄インターハイ出場を目指

します。 【走幅跳 優勝 7m08cm大会新記録】 【100m 5位 記録10秒93】 

山梨県陸上競技選手権（５月２９日） 

三井聖也 走幅跳   第2位7m12cm 

  神田侑香 女子5000ｍ 第5位 20分52秒 

2名は8月20日から埼玉県で開催されるが関東陸上選手権に出場資格を得ました。  

＜＜＜＜相撲部相撲部相撲部相撲部＞＞＞＞                

関東大会予選 団体戦3位で６月１２日から関東大会（神奈川県）に出場します。  

   

【【【【園芸科派遣実習園芸科派遣実習園芸科派遣実習園芸科派遣実習】】】】    

5月25日～26日2年生の園芸科の生徒たちが、先進

農家で実習をさせて頂くというとても貴重な体験で

す。近隣の農家の皆様のご協力の下、今年も実習させ

ていただきました。この派遣実習も今年で 10 年目に

なります。ご理解ご協力ありがとうございました。    

文化局の活躍 

 〈〈〈〈すいれきすいれきすいれきすいれき太鼓部太鼓部太鼓部太鼓部〉〉〉〉        

日本太鼓ジュニアコンクール特別賞 

3月21日 第12回日本太鼓ジュニアコンクールで

特別賞の朝野太鼓賞を受賞しました。創部 12 年目

にして全国で入賞することができました。 

第３０回山梨県高校芸術文化祭郷土芸能部門「す

いれき太鼓部」が最優秀賞に輝きました。今年８月

３日から宮崎県小林市で行われる全国高校総合文

化祭郷土芸能部門に参加します。 

 

    

〈〈〈〈写真部写真部写真部写真部〉〉〉〉    

清水杏里砂さん（食品化学科2年） 

第３０回山梨県高校芸術文化祭個人優秀賞 

 ＲＵＮ ＰＡＳＴ デジタル・カラー・単写真  

８月１日から宮崎県宮崎市で開かれる、第３４

回全国高等学校芸術文化祭写真部門への作品と

して出品・選考されます。上位入賞を期待してい

ます。 

【【【【山梨園芸高校体験講座山梨園芸高校体験講座山梨園芸高校体験講座山梨園芸高校体験講座】】】】    

第 1 回目５月２９日（土）〈オリジナルの時計をつくろう〉が開催されました。体験を通した親子のふれあいが感じ

られました。今後５回の講座が予定されています。締め切りを過ぎましたが人数に空きがある講座は受講可能です。

係にお問い合わせください。  

日 程 講 座 の 内 容（ テ ー マ ） 

1  ５月２９日（土） オリジナルの時計をつくろう 

2   ６月２６日（土） お菓子作り 

3 １０月 ２日（土） そば打ち体験 

4 １０月１６日（土） テーブルパンを作ろう 

5 １１月２７日（土） リースづくり 

6 １２月１８日（土） クリスマスケーキを作ろう 

                           第第第第１１１１回回回回５５５５月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（土土土土））））オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルのののの時計時計時計時計をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう    

【【【【WelcomeWelcomeWelcomeWelcome笛吹笛吹笛吹笛吹】】】】～花で迎えよう山梨へ～     

山梨園芸高校では、地域の方々や山梨を訪れた方々に

少しでも潤いを感じていただこうと平成１９年より

石和温泉駅および駅周辺、通学路等に生徒が育てた花

を飾る事業を展開しています。今年度は6月18日（金）

に全校で植えつけ作業を行い設置を開始します。 

＊＊＊＊今回今回今回今回からからからから、、、、県立学校県立学校県立学校県立学校のののの日頃日頃日頃日頃のののの活動活動活動活動のののの様子様子様子様子をををを地域地域地域地域にににに提供提供提供提供するするするする目的目的目的目的でででで、、、、1111校校校校ずつずつずつずつ紹介紹介紹介紹介していきますしていきますしていきますしていきます。。。。次回次回次回次回はははは日川高等学校日川高等学校日川高等学校日川高等学校ですですですです。。。。    


