
  

 

 

 

  

                                         

     

 ８月２６日からスタートした２学期がもうすぐ終わります。２学期は学校の活動

の中で一番行事も多く、生徒たちが大きく成長できる学期です。今年も新型コロナウ

イルス感染拡大がありましたが、塩山中に集うすべての方々のご支援ご協力によっ

て、生徒会最大行事の炎翼祭が２日間での実施となりました。中身はとても充実し、

生徒会本部役員をはじめ、全校生徒がいろいろな工夫をして、素晴らしいものを創り

上げてくれました。強歩大会も素晴らしい成果を得ることができました。１年生の校

外学習「甲州市自慢」も通常にでき、１年生の挨拶や見学するマナーの良さに地域の

方々からお褒めの言葉をいただきました。２年生は塩山中の体育館において職業講

話と職場体験を実施しました。これらのことは、すべて保護者の皆様が学校を信頼し

ていただき、ご協力いただいたお陰であると心から感謝いたします。生徒たちは、こ

の経験を生かし大きく成長することができました。一人ひとりにとってこの２学期

はとても意味のあった学期でした。その塩中生の頑張りに拍手を送ります。この経験

をこれからの生活に生かして、さらに成長していってほしいと思います。 

 

 

来年度の生徒会の会長、副会長を決めるための立会演説会が１２月７日及び投開

票が翌日の８日に行われました。６人の候補者、応援演説者が工夫を凝らしながら、

そしてこれからの塩山中のことを真剣に考え、自分の言葉で堂々と演説していまし

た。選ばれた会長、副会長を中心に、生徒全員の手で塩山中生徒会をつくりあげてい

ってほしいと思います。 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

投票の結果、来年度の会長には、功刀 鉄平さ

ん、男子副会長には、萩原 遼真さん、女子副会長

には、北井 真潤さんが当選しました。立会演説会

でも話しましたが、生徒会活動は生徒全員でつくり

あげていくものです。みんなで協力して、今以上の

塩山中生徒会をつくりあげていきましょう。 
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令和４年度 

令和４年１２月２１日 

Ｎｏ.１１ 

文責：那須丈彦 

                ＜立候補者＞     ＜責任者（応援演説者）＞ 

◇会長選挙         鶴田 爽子       佐藤 柚 

                    功刀 鉄平        木下 紗和 

◇副会長選挙（男）  池田 壮介        池田 陽勇 

萩原 遼真        若月 琉羽 

◇副会長選挙（女）  森永 あすか      佐藤 実里 

                   北井 真潤       野澤 紀京  
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第４５回ＪＡ共済全国交通安全ポスターコンクール山梨県大会銀賞 嶋崎ひなた 

第４５回ＪＡ共済全国交通安全ポスターコンクール山梨県大会佳作 樋口 寧音 

第６５回ＪＡ共済全国書道コンクール山梨県大会銅賞 清雲  凛 

第６５回ＪＡ共済全国書道コンクール山梨県大会銅賞 永田 大起 

第６５回ＪＡ共済全国書道コンクール山梨県大会佳作 小野 心愛 

11/19 

第９回中学生短歌大会優秀 廣瀬  愛 

第９回中学生短歌大会入選 

小野 心愛  青木 優奈  樋口  颯  高畑 悠吾  外崎蒼裟斗  木下 紗和 

雨宮 綺芯  小林 京生  熊谷 大地  原  瑠杏  松木 翔琉 

11/26 

第３６回山梨県中学校技術・家庭科生徒作品展教育長賞 雨宮 紗良 

第３６回山梨県中学校技術・家庭科生徒作品展研究会長賞 掛本 莉沙 

第３６回山梨県中学校技術・家庭科生徒作品展優秀賞 

池田こころ 桑田 悠愛 平塚 里菜 小川 悠吏 遠藤 絆流 福田 将太 手塚 壱太 

12/1 

第７２回教育祭県下小中学校図工・美術作品展特選 

嶋崎ひなた 那須百合愛 前田 莉彩 増田 涼乃 大須田 陸 武井ひかり 廣瀬  絢 

山本  楓 小川 悠吏 川﨑 日向 勝村 亜美 中村 千香 
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令和４年度塩山地域小中学生絵画作品展最優秀賞 

荻原 明音  厚芝 芽依  大村 優実  廣瀬 凌輔  松木 翔琉  廣瀬  愛  勝村 亜美 

雨宮 紗良  遠藤未知典  武藤 瑛太  福田 龍希  保坂 柚希  窪田 晴斗  手塚 壱太 

甘利 光琉  原子龍太郎  廣瀬  凛  野澤 紀京  広瀬 優心  三井千沙都  小川 悠吏 

川﨑 日向  森  洵平  遠藤 絆流 

令和４年度塩山地域小中学生絵画作品展佳作 

北井 侑奈  田邉 真穂  平山 澄怜  廣瀬 大地  増田 清乃  増田 涼乃  八巻 莉音 

横瀬 花音  坂本  翔  田村 恵菜  鶴田  遥  橋爪 空夏  廣瀬 王希  小松 海翔 

白川 晴登  長澤 柚希  山田 正憲  鮎沢  和  志村 壮太  雨宮 颯馬  大久保陽翔 

鮎沢  円  荒井 夏鳳  清水 紗良  青木 優奈  雨宮 亜蘭  池田 陽勇  廣瀬  絢 

小澤慶一郎  木下 紗和  雨宮 綺芯  岡村 日菜  佐藤 実里  土屋 里桜  廣瀬 太志 

森永あすか  窪田 聖也  武井 陽翔  武井 柚來  日原 颯太  平塚 里菜  八巻 紗奈 

上野 桜雅  上野 雄紀  白川  和  平山 千歳  前田 彩良  芦澤 由都  塩島 琉仁 

中村 千香  廣瀬眞奈香  古屋咲々菜  八巻 虹音  山下 風歌  掛本 莉沙  佐藤 櫂斗 

澤登 一心  永田 大起  中村ほのか  福田 将太   

令和４年度塩山地域小中学生絵画作品展入選 

小向 耕平  長瀬 遥音  萩原  咲  檜垣 龍生  久村 優奈  福嶋 悠星  前嶋 雅優 

   武川 佳矢  岩下  大  遠藤 鈴佳  柏原  司  清雲  凛  三枝みのり  佐藤 乃勇 

   澤登 一吹  圡橋 宋陽  中村 友哉  𠮷田 美愛  小宮山 怜  野沢 実優  登  壮助 

   益田 真奈  渡邊 湖心  清水 杏莉  鶴田 爽子  沼田 陽菜  廣瀬 果保  小野 心愛 

佐藤 春貴  野口  和  野尻 譲司  初鹿野拓弥  廣瀬 萌花  山本 蒼空  若月 琉羽 

   大須田 陸  掛本虎太郎  功刀 鉄平  町田  彩  望月 鈴葉  石井 悠翔  熊谷 大地 

   宮川 七海  横瀬 水希  吉田 光璃  石原  航  中村 琉楓  萩原  迅  福永 和香 

   山口 篤稀  𠮷田 大翔  上野 佑歩  内田幸太郎  岡部恭志郎  柏原 季緒  加藤 喜佳 

   小山  隼  杉本奈穂尊  那須 日南  荒木 一樹  小野 優真  矢崎 鈴乃  荻原 未優 

   柏木 希海  桐原 冬聖  沼田  蓮  野村 彩貴  古屋 音羽  向山政己斗  八巻 咲陽 

令和４年度塩山地域小中学生書道作品展特選 

入藏  善  田邉 真穂  前嶋 雅優  増田 清乃  増田 涼乃  遠藤 鈴佳  清雲  凛 

   三枝みのり  德良 翔斗  那須百合愛  廣瀬 王希  厚芝 芽依  上野 優月  奥村 望叶 

   桐原  稟  内藤 楽々  長澤 柚希  萩原  柚  樋口 寧音  清水 杏莉  小野 心愛 

   坂本 花菜  佐藤 春貴  清水 紗良  野澤 紀京  廣瀬 萌花  木下 紗和  志村 佳虹 

   廣瀬  愛  町田  彩  佐藤 実里  土屋 里桜  廣瀬  絢  三井千沙都  天野 夏旗 

   勝村 亜美  加藤 喜佳  手塚  結  那須 日南  前田 彩良  天野 結斗  荒木 一樹 

   廣瀬眞奈香  古屋 友梨  森  洵平  矢崎 鈴乃  掛本 莉沙  永田 大起 

令和４年度塩山地域小中学生書道作品展入選 

市川 瑞姫  遠藤未知典  長瀬 遥音  萩原  咲  久村 優奈  日原 龍馬  平山 澄怜 

   廣瀬 大地  深澤 龍我  福嶋 悠星  前島 朔陽  横瀬 花音  阿部 歩夢  安部 勇信 

   雨宮 由茉  岩下  大  荻原 明音  柏原  司  桑田 悠乃  佐藤 乃勇  澤登 一吹 

   嶋崎ひなた  種田 朱雀  鶴田  遥  圡橋 宋陽  長坂 匠真  橋爪 空夏  広瀬 歩叶 

   福田 龍希  𠮷田 美愛  鮎川  翔  窪田 晴斗  小宮山 怜  白川 晴登  鈴木 育美 

   益田 真奈  渡邊 湖心  芦澤 由唯  甘利 光琉  雨宮 寛汰  佐藤  柚  志村 壮太 

   鶴田 爽子  沼田 陽菜  廣瀬 果保  廣瀬 凌輔  廣瀬  凛  向井勘九朗 

   文珠川想乃  鮎沢  円  荒井 夏鳳  井上 栞菜  田村 啓祐  松木 翔琉  山本  楓 

若月 琉羽  青木 優奈  雨宮 亜蘭  雨宮 柊真  池田 壮介  池田 陽勇  海瀬結衣南 

   大須田 陸  奥山  煌  小澤慶一郎  勝俣  歩  武井ひかり  益田 亜弥  渡邉 心結 

   雨宮 綺芯  遠藤 彩未  小田切咲幸  數野 幸丞  田中 晴大  廣瀬 太志  広瀬 優心 

   古屋 大和  森永あすか  雨宮  碧  池田こころ  桑田 悠愛  厳  聖俊  武井 陽翔 

   鶴田 大翔  萩原  迅  日原 颯太  日原  凛  平塚 里菜  堀内 琴羽  山口 篤稀 

   上野 雄紀  小野 心穏  中村 綾深  中村 駿斗  村野 華凛  山内 結凪  相川  洸 

   秋鹿 竜童  芦澤 由都  塩島 琉仁  中村 千香  前田 武蔵  雨宮 紗良  井上 和音 

   荻原 未優  桐原 冬聖  佐藤 櫂斗  澤登 一心  中村ほのか  野村 彩貴  福田 将太 

  古屋 音羽  八巻 紗奈  八巻 咲陽 
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令和４年度愛鳥週間ポスターコンクール中学生の部入選 松木 翔琉 

 

 

 

 

 


