であった。

の魂や精神の柱を築かれた名校長

府中学で務められた先生は、 本校

骨を折る心が、 天地の化育を賛く

め励みてその天分を発揮しようと

物を大切にし、 人に親切にし、 勉

を忘れず、 感謝の気持ちを持っ て

て、強行遠足が成立していること

このように多くの人々に支えられ

精神を身に付けて欲しい。 諸君の

と向き合う中で、 「 不撓不屈」 の

られない体験を通して、 自分自身

遠足が実施される。生徒諸君には、 限り歩く。 この日常の生活では得

号」

る心で、 この心のある人が人間の

昭和４年の「校友会誌 第

健闘と挑戦の無事を祈る。

孤独や疲労、 苦痛、 それらすべ

これらを堪能することや、遠く

離れた地域を知り、広い視野を

もつことも目的の一つだ。また、

なって、北見北斗の強行遠足に

て何かをやることは小学生以来

も普通だと思う。学校を代表し

私は大した特技もなく、勉強

一高生が参加することで、北見

行けることを知り、良い機会だ

去年私が１年生の時、強行遠

から挑戦してみようと思った。

で緊張もするが、とても楽しみ

北斗の生徒が、山梨に興味を持っ

北見では、辛さを共有してきた

でもある。特に足が速いわけで

足を完走できたものの、決して

友達はいない。だからこそ、た

はないのだが、一高の代表とし

てもらえると嬉しい。

くさん交流し、一高の強行遠足

て自分なりに根気強く精一杯頑

楽なものではなかった。今年に

自らの体力の限界まで、 精根の

強行遠足に臨んで欲しい。

をしてくれ」 と題して、 次の言葉

てと戦いながら、 それに耐え抜く

校長職を辞され、昭和

では味わえない経験をし、成長

下校して、４日早朝５時に学校に

間に小海を通過する場合が多いた

ンター に変更となった。 男子は夜

も今のうちから用意をしておこう。

補給のコッ プや、 男子の懐中電灯

かを何度も確認してほしい。 水分

時までの９時間以内に小海

小海では検印所（女子最終地点）

ので、 安全に気をつけてほしい。

である。 後方からタスキが見える

しまうと、 夜間歩行では大変危険

蛍光タスキの上から防寒着を着て

して、 励ましの言葉を自分の力に

を用意した。学年を超えた同志と

かの検印所に寄せ書き用の模造紙

【小海から小諸まで ・３㌔、

換えて、 限界に挑戦してほしい。

経験になると信じている。

後の学校生活や将来に活かせる

張るつもりだ。この挑戦が、今

テレビで見る北海道の自然は、

してきたいと考えている。

どれもきれいでとても印象的だ。

再集合し、バスで高根総合支所に

め、 特に注意が必要だ。 佐久穂救

食も海鮮を始め、たくさん美味

時に出発し

懐中電灯の予備電池があると安心

て、

月３日 、 移動する。 そこから

護検印所手前でコー スが国道を外

だ。持ち物だけでなく、 体調の準

備も完璧にしておいてほしい。 体

育の授業だけでなく、 日頃から体

薦める。 過酷な歩行に向けて、 心

て注意深く進んでほしい。

れて右に進路をとる。 誘導に従っ

・２

コー スは昨年と変わらず、 男子

を目指す。

が １０ ５ ・ ７ ㌔ 、 女 子 が

昨年度は、 豪雨により女子の強

身共に準備万端にすることが、 悔

力向上に向けて練習をすることを
たので分かっ ていると思うが、 中

行遠足が中止となる中で、 男子は

いの残らない強行遠足にする秘訣

㌔である。すでに何度か説明があっ

田と小海、 佐久穂でコースの変更

である。

分ま でに 体育館 に集 合し 、

寒さと戦いながら歩き続けた。 ど

の場所が国道沿いの小海町総合セ

昨年度から生徒自治会がいくつ

のような天候になっ ても対応でき

時ま

時に出発式が始まる。男子は強行

時出発 、 翌４日

時間が制限時間である。女

しいものがあると聞いている。

貴さを持つ人である。 」

を著している。「 諸君、 何でもい

精神を涵養することが、 「 勉め励

に、 江口先生ご自身が「 諸君勉強

いから勉強してくれ。 ・・・、人

行遠足を立案されたのだと考える。

年卒

国大学を卒業され、校長として
才から全国各地の旧制中学に勤務

みてその天分を発揮しようと骨を

「 不撓不屈の根性」 を植えつけ
年に第１回強
の持っ ているものの中で、 一番大

狙 い であ っ た。 （ 大 正

末にして済むか。 怠けて暮らし時

今年もまた千名を超える保護者や

年に本校の前身である甲府

間を粗末にする人は、 明瞭に自分

嶋田武 氏の回想録より）
不撓不屈（ふとうふくつ）とは、 中学に着任、９年間の勤務の後、

同窓生の協力を得て、第

原の宮崎家（愛娘美代子様の婚家）
年の生涯を閉じられ

「 強い意志をもって、 どんな苦労

でご逝去。

や困難にもくじけない」 という意
味である。
た。

ａｍｂｉｔｉｏ

本校の三つの校是のうち、 「 Ｂ
ｏｙｓ， ｂｅ

ｕ ｓ」 は 、 第 ７ 代 校 長 大島 正 健

日日 新

先生が創始されたものだが、 残
り の二 つ 、 「 苟 日 新

又 日新 」 と 「 賛 天 地 化育 」 は 江
口先生によるものである。 校長

回強行遠足が、

として最も充実し た９年間を甲

第

４日の２日間にわたって実施され
る。昨年までは前日に行われてい
た出発式が、今年度からは男子出
発当日の３日に変更となった。集

【元気よくスタートする男子（正門）】
がある。 中田では、 サイクリング

合時間の変更があるので、 注意し

89

ロー ドに入らずに１４１号線をひ

時

43
遠足に参加する服装で、 女子は制

てほしい。 全校生徒は３日

16

るように、防寒着は必須だ。また、
男 子は
での

14

年に東京帝

【夜中歩く男子生徒たち（小海救護検印所）】

74

服での登校となる。出発式終了後、 たすら進む。 交通量の多い道路な

12

11

7

21
10

江口校長先生は、 明治６年に熊
本県で生まれ、明治

34

回強行

を粗末にする人である。 ・・・、

大正

されている。 新潟県の小千谷中学

10
14

江口俊博先生のこの行事にかける

行遠足を実施した本校第

たい─ これが大正

59

代 校長

31

折る心」 の育成につながるものと

生徒会係
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に４年、広島県の忠海中学に８年、 切なものは命ではないか。 その大

発行所

信ずればこそ、 江口先生はこの強

甲府第一高校

長野県の長野中学に７年勤務され、 切な命を学問するほどの人が、 粗

13

年、小田

12
89

14
24

子は男子の出発を見送り、 ３日は

思いが書かれた寄せ書き】
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ると考えます。
この行事を繋げていくために
整えられた安全体制に身をゆだ

については、すさまじい行事で

でもあるため、強行遠足の様子

となります。私の兄が本校出身

私は、本校へ赴任して５年目

まさに誰の力も借りずに家まで

身の回りを整えていく姿、・・・

肉体状況の中であっても黙々と

を求めることもなく、そうした

いつくばっている姿、誰に助け

着ける体制、体の不調を訴えな

目をつぶっても目的地まで辿り

た体制となっています。生徒が

のにするため、周到に準備され

現在は、安全第一を確実なも

うか。

人が忘れているのではないでしょ

生徒をはじめ、行事を支える大

面が著しく減少していることに、

動力（決断と実行）を味わう場

通して身につけてもらいたい行

ねてしまい、本来、強行遠足を

あるというイメージを、兄の姿
辿り着いてきたことが覗える姿
くても多様な施しをしてくれる

うか。

から抱いていました。
でした。

もに歩くこともできない足取り

ります。強行遠足を終え、まと

じい行事であるというイメージ

行遠足を体験する中で、すさま

しかし、赴任して初めての強

いても家までたどり着ける体制・・・

食が手に入る体制、寝転がって

体制、準備をしていなくても飲

ければなりません。安全ではあ

が、強行遠足の理念に覚醒しな

小諸復活３年目、そろそろ我々

今でも覚えている兄の姿があ

で、長い棒を杖代わりに、玄関
るものの、無意味で魅力のない
行事になることは、まさに強行

しかし、こうした体制は、現在
の社会状況下で強行遠足を実現

は一転してしまいました。やっ
ていることは同じなのに、生徒

から転がり込むように家の中に
入ってくる姿、足の裏は全面が

遠足を存続の危機にさらすこと

ると思います。が、一画目と二

と、多くの人が聞いたことがあ

きる様子」を表している漢字だ

「人と人とが支え合いながら生

にイメージしてみてください。

まず、「人」という漢字を頭

かわるほとんどの人が二画目で

生徒は一画目で、強行遠足にか

表していると考えます。私たち

その上に立つ者がいる」ことを

のでなく、「支える者がいて、

との「支え合い」を表している

つまり人という漢字は、人と人

厳しいものです。昼間は焼け付

強行遠足というものはつらく

とだと思います。

たちがやらなければいけないこ

けません。それが強行遠足で私

人たちの期待に応えなくてはい

ている代わりに、私たちはその

その何百人もの人が支えてくれ

を見守ってくださっています。

所、交差点などで私たちのこと

を考えれば、オリエンテーショ

えてくるはずです。そんなこと

待に応えてみせよう」そう、思

がいるからだ。その人たちの期

るのは、大勢の二画目の人たち

い。「自分が今ここを歩けてい

いう文字をイメージしてくださ

と。そんな時はまた、「人」と

「つらいからもうやめようかな」

がらも一つ同じことを考えます

にはならず、自然と感謝の気持

す。私たちは二画目の人たちの

ちが出てくるはずです。自分に

画目は支えあっていますか。ど

足が凍えます。負荷をかけた足

限界を決めず、周りに感謝の意

う考えても二画目のほうが短い

私たちが走るために何百人もの

腰は徐々に悲鳴を上げます。人

を忘れずに、この強行遠足一高

ンで内藤先生が話した「自分か

人が関わってくださいます。強

によっては、とてつもない睡魔

ら何かを要求する」なんてこと

行遠足をするために先生方は何

に襲われる人もいるでしょう。

ます。夜間はひどく冷たい風で

回も下見に行き、会議を開き、

生全員で頑張りましょう。

おかげで立っていられるのです。 くように熱い太陽でのどが渇き

動いてくださっています。多く

それぞれが違うなにかと戦いな

ですよね。負担が大きいです。

の保護者の方も各給水所・検印

「来年こそ一緒に完走しようね」

になります。

になっ てしまっ た。 数ヶ 月も

するためには、必然的な準備体

『真の強行遠足復活』に向け、

でに３回だけ中止になったと聞

前からとても楽しみにしていた

制とも言えます。

目標達成のために必要な行動力

いていたので、去年も出発前は

し、 真剣に準備をしてきた分 、 いこうと決心している。この強

から受ける印象が全く異なって

この行事のねらいは、生徒一

あの悔しさから早くも１年が

大 丈夫だろうと思っ ていた。

いました。それは、期待してい

人ひとりが自らと向き合い、自

過ぎ去ろうとしている。その悔

しかし、不運にも予想外の事態

大きな血豆となり、足の裏が付

た力強く、逞しい、自立し

（決断と実行）が、多くの場面

しさというのは、去年の強行遠

けずにもがき動いて家の中を這

た生徒の姿を見る場面が少
らの力で目標の達成に挑むこと

で見られる行事にしなくてはな

足で女子だけが中止になってし

環で部活でも外での練習がある。

なかったからでしょう。行
で、今後の人生で降りかかるで

らないのです。

すぐに現実を受け止める事は出

事の中身は同じでも、行事
あろう難局を、自らの力で乗り

今年は前回挑戦できなかった

全力で部活にも励んだ。

悔しい気持ちをばねに頑張って

者、 先生方の手助けがあ っ て

一高のＯＢ、ＯＧの方々や保護

行遠足が実施できるのも、甲府

当 日を迎える までの私 は、

のことだと思う。この事を忘れ

悔しさが込み上げてきた。

「 絶対完走してやる」 とい う

となっ てしまっ た。 前日まで

強い気持ちで、目標に対して真

ずに感謝して一高の一大イベン

は 友達と「 一緒 に頑張っ て完

走しようね」と言葉を交わして

分

まっ たことだ。 強行遠足は、

い たのだが、 ス ター ト地 点の

面目に取り組み、 体育の

伊勢湾台風の影響などで、今ま

来なかっ た。 友達との約束も 、 そこでも体力を高めようと日々

に対する理念が変わってし

越える礎を創り上げることにあ

当然のことながら苦しい強行遠足になった。前半から体が重く、
思うように脚が動かなかった。野辺山では３年目にして初めてし
じみ汁をゆっくり味わった。あんなに美味いものだったとは知ら
なかった。が、それを５杯も飲んだ私は松原湖で嘔吐してしまっ
た。今の私の担当箇所だ。ある意味で感慨深い。
７０Ｋｍを過ぎると靴擦れもでき、一歩進むごとに痛みが走り、
本格的に辛くなった。「棄権」の二文字が頭をよぎった。ここで、
過去２年途中で開いたことがなかったお守りの中身を見るという
決断をした。・・・細かいことは省略・・・私は復活した。
もちろんそれだけではない。ずっと一緒に歩いてくれた友の存
在、脚を引き摺って歩く私に励ましの言葉を掛けてくれた地元の
方々。そうした全てのものに背中を押され、痛みや疲れと闘いな
がら一歩ずつ前進した。最後の１０Ｋｍは本当に長く感じられた。
そして、どうにか３年間完走を果たせた。１，２年の
時のように楽々完走していたら、強行遠足
の本当の意義は分からなかったと思う。
「もう限界」と思ったところからが勝負な
のだ。そして一歩一歩努力を積み重ねてい
けば、完全に思い通りにならなかったとし
ても、いつかは何事かを成し遂げられる。
家族には「どうしていつも、そう楽観的
なの？」と問われるが、強行遠足を通して
体に染みついた思考だと思う。

完走記念メダル】

高根に到着したバスの中で聞い

たのは、 中止の知らせだっ た 。 の持久走をはじめ、日頃から努

も楽しんで取り組みたいと思う。

トである強行遠足に真剣ながら

前日に出発した男子は続行して

いたので応援しようと思ったが、 バドミントン部では、練習の一

るか挑戦 したいと思い 、 すご

行遠足が行える事を、 願っ て

実際、 ２度、 強行遠足を経

忘れずに 自分の 限界に 挑戦し

るからです。 感謝の 気持ちを

高ＯＢ、 ＯＧの方の 支えがあ

方、 保護者、 地域の方々、 一
いよい よ強行 遠足が近 づい

験し、 １年生の 時は先輩方と

す。 私は、 最後の強行遠足も

大切さを知る事がで きました 。 得られる ものが あると 思いま

ま す。 ２年生 の女子や１ 年生

全力で頑張ります。

てきました。 昨年、 男子は実

２年生の時には、 真っ 暗な先

てみてください。 きっ と何か

身、 初めて走る時には「 百五

の見えな い道を一人で歩 き、

一緒に歩 き、 辛 い時には声を

キ ロ完走できるだろ うか？」

精神 面が鍛え らるな ど得られ

掛け合い 励まし合い、 友情の

「 途中でアク シデントが 起き

るものがたくさんあ りました 。 ります。野辺山のシジミ汁は、

は 、 初めての 事なので不 安な

たらどうしようか？」 など、

こん な貴重な 経験が できるの

施できましたが 、 女 子は台風
今年は、 男子、 女子ともに強

と ても不安でした。 しか しそ

てもおいしくパワーが出ます。

ぜひ飲んでみて ください。 と

最後に 一つア ドバイ スがあ

の 反面、 自分 が陸上部だ とい

忘れて いけない事は 、 この

は、一高生だけです。

う 距離を自 分がど こまで行 け

う こともあり、 百五キロ とい

で中止になっ てしまいました 。 気 持もあると思いま す。 私自

く楽しみでもありました。

強行遠足は、 たくさ んの先生

力した。私が所属している女子
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【検印カードと

まったからではないでしょ

強行遠足の一番の思い出は２年の時に、
１８位に入り小諸市長の直筆色紙を戴き、
栄光の一番列車で帰れたことだ。（今の
制度との違いは３０歳以上の卒業生に尋
ねて下さい）これによりラグビー部休部
が解除され、（と、私は信じているのだ
が）私の高校生活は全てが上げ潮になっ
た。だが、この話は様々な所で書いたり
話したりしてきたので、今回は３年生の
時の最後の強行遠足の事について書く。
秋にラグビー部を引退してから私の生活は受
（昭和６０年卒） 験一色になり、１ｍたりとも走らなくなった。
睡眠、食事、入浴以外は勉強だけの生活になった。強行遠足前に
なってもそれは変わらなかった。前年の１８位が過信になり、完
全に強行遠足をなめていた。当時は強行遠足＝祭りだったので、
最後の祭りだから時間をかけて楽しもうと軽く考えていた。
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