月６日～７

意外な一面を知ったことや、その

二つあります。まず、強行遠足は

結びに、心がけて欲しいことが

大事だということです。では、そ

らねばならず、やめる勇気もまた

もう一つは、自分の身は自分で守

して欲しいと切に願っています。

常に忘れずに、安全第一に歩き通

がこれらの方々への感謝の気持を

感情など、思い出が蘇ってきます。 保護者や同窓会の皆さんや検印所

友を置いて歩き出した時の複雑な

を提供してくださる方々、その他

れぞれの旅路を無事に終えること

うか。

「強行遠足は哲学だ。」と語られ

管区警察、医療機関等、多くの方々

ことは余りありません。三年生の

賞を果たしましたが、覚えている

た斉藤先生は、話を聞いたときに

「自分がもし母校の校長に就任し

たら、甲府一高と強行遠足による

斗高校校長に着任。創立

て三十年あまり経った後に北見北

交流をしたい」と思った。そうし
を通し、相互の理解を深め、将来

周年の

月７日に行われる北海道北見

にわたる両校の望ましい関係を構

記念行事の一つとして、甲府一高

３年に一度 両校の 生徒が 交互

高の広瀬重雄校長に提案した。こ

とし、平成４年からはじまり 、 との強行遠足による交流を甲府一

築する第一歩とする」ことを目的

回強行遠足

市の北見北斗高校第

に２年生４人が参加する。「伝統
校同 士で の同一 行事 によ る交 流

望月光樹（２年２組）

○参加生徒

中込 杏（２年７組）

回交

北見北斗高校の強行遠足は男子

伊藤永莉（２年１組）

北斗高校の 校長だ った斉 藤静

なったきっ かけは 、当時 北見

行遠足。両校の参加生徒は、その

校ともに長い歴史と伝統を誇る強

高の強行遠足に参加する予定。両

た来年は北見北斗高校の生徒が一

大西 勉同窓会事務局長

金丸信吾同窓会副会長

三枝浩樹先生

長坂 優（２年６組）

之先生が大 学時代 に甲府 一高

歴史の重みを感じつつ、充実した

二つ目は、前進停止時間がなく

ダーに入れて歩く。

なり、到着制限時間のみになるこ

とである。

服装は体育着を着用すること。

ハーフパンツは禁止である。

寒さ対策及び天候の急変に対処

高橋博之教頭

する万全の準備をすること。特に、

寒さ対策の「ウインドブレーカー・

手袋等」、雨対策の「ポンチョ・

携行品では、水分補給の自分用

カッパ等」は必需品である。

コップ、男子の懐中電灯を忘れな

いこと。また、懐中電灯の電池が

新しいものになっているか、必ず

確認することも大事である。

強行遠足まで２週間、心身とも

キを上着の上に必ず着用すること。 に万全の体制で準備をしてほしい。

男子の夜間歩行では、蛍光タス

○引率者

出身の友人 から強 行遠足 の話

走りで、交流を深めている。

絡先カードを作成記入し、身分証

ある。そのため、名刺大の緊急連

表や検印カードがなくなることで

コード認証のみとなるので、氏名

一つ目は、検印チェックがバー

いくつかの変更点がある。

女子のコース延長だけでなく、

いるだろうか。

みなさんはどんな取り組みをして

による登校が増えたものであるが、 明書とともに首に懸けた名札ホル

を聞いたこ とから はじま る。

㎞、女 子

㎞ で行わ れる 。ま

流が行われることとなった。

月 、第

う し て平 成４ 年
周年を迎え、記

に派遣され る。北 見北斗 高校
は今年創立

念すべき大会となる。

強行遠足に関する情報確認
北見北斗高 校の卒 業生で あっ

この交流 が行わ れるこ とに

一高HP
http://www.first/kai.ed.jp/
※携帯電話からも確認できます。
ラジオ放送 （YBSラジオ 765KH）
１０月６日 １回目(11:56)YBSラジオニュース
２回目(17:50)YBSラジオニュース

た時は、様々な夢や価値観、また

た本校同窓生がおられましたが、

さて、皆さんは、この行事が

時は、自分のペースで歩きました。

を祈っています。

私も自身の体験から共感しました。 の協力があってはじめて実施でき

「何のために」実施されているの

そこには、いつもと違う風景があ

ているということです。一人一人

皆さんはどう考えているのでしょ

…」とあります。私も本校の強行
遠足ではありませんが、高校時代
に強歩大会を経験しています。一
年生の時は、途中中止となり、二

か、考えたことがありますか。こ

年生の時は陸上部のノルマもあっ

の交通機関が発達した便利な時代

りました。自然も人もです。一人

長で、期待と不安が交錯している

に、夜を徹してひたすら歩く。こ

の時は、孤独や恐怖を感じたり、

70

1

たので巨体に鞭打ち必死で上位入

の不合理で不条理な行為に何の意

満天の星空に感動するかたわら、

個人練習の充実が大切である。か

10

ことと思います。

味があるのだろうと考えたことが

年強行遠足中の女子生徒の

年の節目に、女子の最終到達地

暴走車による痛ましい事故死から

平成

た女子の距離延長が実施される。

な思いにかられました。友と歩い

己の小ささを自己嫌悪したり、様々

「実施大綱」には、「歩くこと

ありませんか。

月６日（土）、

点として小海が復活し、女子も慰

つての先輩たちは、強行遠足が近

体 験を 昨

90

80

づくと自転車登校をやめて、徒歩

霊地点を通過する。

10

を通して…日常では得られぬ貴重

生徒会係・新聞部
平成２４年度版
第１号

な体験を得ることを目的とする。

発行所
男子だけでなく女子も一層、自

２時に終了する。女子は７日の午

年 以上 に

41

本校最大の伝統行事である第
回強行遠足が、来る
日に実施されます。一年生は初め

甲府第一高校

己の体力の限界に挑み、日常では
得 られ な

前５時に学校に集合し、バスで高

得 てほ し

い 貴重 な

根救護検印所である高根総合支所

ではなく、

練 習だ け

体 育で の

い 。そ の
４時 に終 了す る。 男 子は

分、女子は９時間の制限時間で

今年の強行遠足では、懸案であっ

71

86

てで、二，三年生の女子は距離延

今年の強行遠足は

・２㎞

・８㎞、女

７日（日）に実施される。男子は
学校から小海までの

子は高根から小海までの

分にグランドに集合し、

14

ためには、

分に出発、翌日の午後

10
時間

午後９時

後８時

のコースを歩く。男子は６日の午

43

16

【小海到着を喜ぶ北見北斗高生と一高生
（甲府一高第84回大会）】
【友だちと語り合いながら
進む道のり】

10

74

に向かい、午前７時に出発、午後

30

30

行われる。

30
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生徒諸君、今回の「強行遠足」

年（１９２４年）には

精根限り歩く」という精神に基づ
の責任をしっ

と して 、 そ

るだけ歩く」というものであり、

は、「自分の体力に応じて、歩け

じまった「強行遠足」。その理念

思います。

ら いた い と

し てき て も

か りと 果 た

なんだと身を持って体験し、これ

こと。これが前に進むために大事

が私にとっての強行遠足の意味とな

【保護者の方々が作ってくれた温かいしじみ汁を
いただく生徒たち （野辺山救護検印所）】

そうになりました 。ただ、 応援

を過ぎたあたりか らは足が つり

では止まりそうに なり、ま きば

また、走っていて 驚いたこ と

のおかげもあり、 あきらめ ずに

た。

は強行遠足を支えて 下さる先 生

した。自分の限界 に挑戦で きた

小海まで走りきる ことがで きま

達成感や喜びは今 でも記憶 にあ

方をはじめ、保護者 やＯＢ、 地

夜遅くにもかかわ らず、検 印

域の方々の多さでした。

所以外にも地域の方 々が給水 所

㎞という距
離に不安はあまりな く、むし ろ

強行遠足前は、

自分の限界に挑戦す るのが楽 し

ります。

した。一高の強行遠 足の伝統 の

たくさんの声を掛け てもらい ま

にその良さがある と思いま す。

た目的や楽しみ方 があると ころ

一高の強行遠足はそれぞれ違っ

を設けてくださり、 沿道から は
深夜に大自然の中を自分のペー

凄みを肌で感じるこ とができ ま

みでした。

スで走ることができ 、夜空を 見

さる方々に感謝し ながら、 今年

上げれば流れ星が見 えたりし て

の強行遠足も楽しみましょう。

一高の伝統を感じ て、支え て下

もちろん楽しい思 い出だけ で

した。

はありません。大泉 の急な坂 道

わくわくしたのを鮮 明に覚え て
います。普段走るの とは違っ た

さて、余談ですが、この年臼田の

松原湖検印所のお手伝いをさせても

分かった。結局それから３年連続で

なに協力者がいるんだ。それが良く

いことをやってるんだ。だからこん

皆同じ気持ちだろう。一高生はすご

護者もＯＢもこの行事に関わる人は

楽しさが思い出とし て残りま し

めた行事だからなんだろうと今は思

りんごをうっかり食べてしまった私

れば前向きなものとしてなされると

います。皆さんにとってどんな意味

には、次の年りんごを持って帰って

卒業してからも話題になるのは、単

づけをされる行事なのでしょうか。

くるという新たな意味が加わったの

うれしく思います。

３回の強行遠足その度毎に皆さんに

らった。あの痛ましい事故の年も、

私は検印の補助をしていた。ショッ

でした。

クが大きく、正直来年はないと思っ

んの人の支えで強行遠足は続いてい

原湖の前進停止時刻に間に合わな

「嘘つけ！」と悪態をついたし、毎

る。

た。でも、ご遺族のご意向やたくさ

日敷島から徒歩で通学することに

年ゴールで「もうやりたくない」と

かった。だから２、３年では、夏

した。あくまで走らない、だけど

思った。

ものは一切せず、ペースもめちゃ

苦行だ。１年の頃は自主練なんて

にとって、それは天文学的数字の

距離すら遠いと思うものぐさな私

言われても、教室から購買までの

から男子に比べれば・・・などと

数㎞だ

私は強行遠足が大嫌いだった。

「検印所まであと１㎞」の看板に

援 を 何度 も 睨 ん で し ま っ た し 、

海到達。でも、おそらく沿道の応

自主練のかいあって？２年間は小

りも強行遠足を思い出す。そんな

Ｖで島唄を歌っていると、沖縄よ

がら歩いた。今でもＢＯＯＭがＴ

ＨＥ ＢＯＯＭのベストを聴きな

怪しい女子高生だったと思う。Ｔ

底「頑張れ！」と思った。先生も保

と言って検印所を出て行く姿に、心

く輝いていた。「じゃあ行きます！」

水を垂らしている女子も、みんな尊

て血のにじんだ靴下も、半泣きで鼻

た。汗まみれの顔も、マメがつぶれ

卒業してから見る強行遠足は全然違っ

足のお手伝いに行くことになった。

そんな私がなぜか卒業後、強行遠

いていく。

た。私の強行遠足は、形を変えて続

そして私は今年、母校の教員となっ

る。

遠足は存在し続けていることを感じ

れの人の中に、それぞれの形で強行

きない思い出。一高に関わるそれぞ

から友達や先輩と話す強行遠足の尽

後に気づいたこと、社会人になって

女子は須玉から小海まで

くちゃ、案の定、小海の手前・松

苦しいだけだった現役時代、卒業

やたら早足で山の手通りを歩く、

休み明け約１か月間、仕方なく毎

しか体験できない意味づけが、でき

一の意味に回収されない豊かさを秘

りました。この行事が何十年も続き、

75

いて大正

決して順位や距離を競うものでは
御協 力 を
い ただ い て

ありません。
非日常的な時間の中で、悩み、
い る多 く の

謝 の気 持 ち

もがき、苦しみ、そして雑念と対

を 忘れ ず 、

方 々へ の 感

り黙々と歩き続けることは、日常

峙し、痛む足を引き摺りながら独

では気付かない「自己と向き合う」

精 神を 受 け

一 高の 伝 統

に 挑戦 し 、

貴重な体験が出来ることでしょう。 自 己の 限 界
㎞延

・２㎞となり、終点が

特に今年は女子の距離が
長され、
男子と同じ小海となりました。
継 いで い っ
て もら い た

また、北海道北見北斗高校との
交流年でもあり、本校から２年生

回強行遠足、どんな「自分

いと思います。

ぞれに意味を見つけて取り組んで

ことより、今の一歩を先へ進める

足の次には左足を前へ。長い先の

らいまで。後はとにかく前へ、右

そんな心の逡巡は最初の検印所く

さて、実際に始まってみると、

いましたが）。

ります。

生徒諸君の無事安全と健闘を祈

と向き合う」ことでしょう。

第

男女４名が参加します。しかし、
残念なことに日程が重なりこの４
名は、本校の強行遠足に参加する
ことはできません。場所は違いま

86

いました。しかし、私は「やだなぁ」
とか、でも「山梨県を越えないの
も情けないなぁ」とかいう消極的

に対して意味を感じていませんで

な動機はあったものの、この行事

した。一方で、同じ吹奏楽部の先

時

くらいに一高を出発して翌日の昼

㎞ 地 点 く ら い ） まで 行か

輩たちはやたらと盛り上がり、臼

なかったら坊主にしようとか決め

田（

のとき、運動部で活躍していた友

ていました（もちろん後輩の我々

年生

人は翌日の小諸発の始発電車（通

もその盛り上がりに飲み込まれて

するコ ースでした。 高校

の

時ま で に 小 諸 市 役 所 に 到 着

私が 高校生のころ は午後

「一切の妥協と怠慢とを排して、 すが思いは同じです。本校の代表

に対する意識はどうですか。

13

称ビクトリー）に乗るとか、それ

70
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