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本校の最大行事である強行遠足が

月

・８㌔、女子は高根から小海までの

、
日の

の両日、男子は学校から小海までの

時間

・２㌔のコースで行われた。男子は

分に出発し、翌日の午後２時までの

徒が真摯に取り組んだことも

を与えた。それでも多くの生

れ、男子の走りに大きな影響

間、雨という悪天候に見舞わ

今年の強行遠足は６日の夜

たいと思う」と最後の思いを

る強行遠足の手伝いをぜひし

ができた。来年はこの歴史あ

止めることなく走りきること

遠足という思いもあり、足を

かった。しかし、最後の強行

を得ることができた。

あり、男子小海到達率は去年
語ってくれた。

分、女子は７日の午前７時

今年の強行遠足も保護者、

て、ゴールすることができた。
来年は最後の強行遠足になる

トしてくれていた皆さんに感
謝したい。

一高のＯＢ・Ｏ Ｇ先生を
紹介。第３弾は英 語科で２
年７組担任の野澤俊英先生 。

━当時の一高

の様子

先生が何か言わ

なくても生徒自身

が自ら考え、行動

しようとする雰囲

気があった。生徒

基本的には英語を 全般的に

では英語の言語学 を専攻。

一高にきて３年 目。大学

行遠足に対して強い

いて、生徒全体が強

走率も６割を超えて

と。当時は男子の完

小諸まで完走したこ

ようにも思 える。本を たく

少しばかり おとなしす ぎる

まじめな 生徒が多い が、

━今の一高生の印象

もあった。

て学校全体 で議論した こと

総会では、 半日くらい かけ

教えている。

思いがあった。

さん読んで 視野を広げ 、自

━経歴

━趣味

━座右の銘
増穂の赤石温泉が けっこう

いのであまり行け ないが、

す る こ と 」 だ と 思 う。 思う。

むきに一生懸命努力

「自分なりにひた

な時には行 動してほし いと

分なりの意 見を持ち、 必要

旅行が趣味。最 近は忙し

よかった。

━一高生に一言

特に２年 生にいえる こと

一人ひとりが自分

にとって「これだ」

だが、まだ まだ勉強が 足り

━高校の部活動
卓球部に入って いた。１

と思うもの、つまり

ないと思う 。普段の学 習が

同窓会、この春卒業した先輩
歴史ある強行遠足で「熊出

回戦で敗退してし まうくら

「個性」を持ってほ

しっかりで きてこその 一高

ので、自己の限界を突破でき

没注意」が出される。若林付

いの実力だったが。

しい。もしそれが地

およそ７３０人の方々の協力

近で熊の目撃情報があったこ

━高校時代の思い出

るように頑張りたい」と来年

暗い夜道での協力者の方の

とから、熊よけの鈴の着用が

生だと思う 。もちろん 自分

で行われた。

高校生活で行われる強行遠

声援は特に励みとなった。ま

味で周りから評価さ

の抱負も語ってくれた。

足は３回。毎回、違った景色

最後の学園祭で クラス一

また女子トップで小海到着

義務づけられた。鈴は富士登

％という結果であった。反し

た、野辺山のしじみ汁は冷た

を写し出し、新しい自分を知

が続けてい る部活動や 習い

した内海梓さん（２年）は

れにくいものでも、

て女子は距離が延長されたこ

丸となって盛り上 がれたこ

い体を温めてくれた。多くの

山強歩大会を行っている吉田

る。来年はどんな新しい自分

事を一生懸 命できる一 高生

本校から参加

さつを行った。交流以外に、

表の中込杏君（２年）があい

さんの人と仲良くなれた」と

高校の生徒が参加することに

は本校の強行遠足に北見北斗

いう伝統行事を通して、これ

なっている。「強行遠足」と
一高と同様、長い歴史を持

からも強い絆で結ばれていく

主人公のヘレン・ケラーは、

つ北見北斗高校強行遠足。平

日、 コ

はずである。

月

成４年から始まった交流も今

央が望月君）

感想を語っていた。（写真中

回 目を迎 える。 来年

また強行遠足で ３年間、

一心にその個性を磨

した４人はと

一行は摩周湖や網走刑務所な
教養公 演が

強行遠足前

は「コースは一高の強行遠足

参加した望月光樹君（２年）

ひびき合うものたち～」を全

よる演劇「ヘレン・ケラー～

今年は東京演劇集団「風」に

如におそった病によって視力

女として生まれた。しかし突

る父アーサーと母ケートの長

の最高気温と思える程寒く感

部アラバマ州タスカンビア。

時は１８８０年アメリカ南

障害をもってしまった。そん

らに失語症を患うという三重

アニー・サリバン先生が彼女

た。

していきたい」と感想を語っ

ヘレンに言葉、知識、生きる

かり合いを通じて、アニーが

するようにも見える体のぶつ

年はどんな教養公演が行われ

ながりの大切さを感じた。来

回の公演では、人と人とのつ

性を磨く良い機会である。今

教養公演は生徒にとって感

ことのすばらしさを教えてい

るのか、楽しみにしたい。

いと感じた。

とてもすご

をしていて

使って演技

んが全身を

みや役者さ

細かな仕組

は「舞台の

さん（１年）

る磯野夏水

活躍してい

演劇部で

く感動ストーリーである。

やってくる。はた目には格闘

の家庭教師としてヘレン家に

なヘレンが７歳になったころ、 演劇部の今後の活動の参考に

と。

加した。

㌔ で午前 ４時 、女

北見北斗高校の強行遠足は
男子 が

もに交流を深

ど、北見市周辺の観光も行っ

年で

でもあってほしい。

「距離の延長によって野辺山

・１

【野澤俊英先生
（昭和61年卒）】

き上げてほしい。

ともあり、昨年、野辺山到達

月７

しみにしたい。

高校より借用。安全な歩行の

・ ０ ％ であ っ た が 、
・２％と減

校長先生をはじめとする多く

方々の協力で成り立つ強行遠

率が
小 海 到 達率 は
少した。
男子トップで小海到着した
佐野拓真君（３年）は「雨天
ということもあり、あまり余

伝統行事で交流を行ってい

回強 行遠 足が

㌔で午前５時のスター
トで行われた 。

めながら完走

日の６日には

とくらべて平坦な道が多かっ

ラニー文化ホールで行われた。 農場と小さな新聞社を経営す

「歓迎の交流

高橋博之教頭

じた。北見北斗高校の生徒は

をなくし、聴力もなくし、さ

校生徒で鑑賞した。

た。

とても人当たりが良く、たく

から先は未知の世界だったが、 を知ることができるのか、楽

・ ０％ よ り 高 い

の方々の応援や励ましがあっ

１５人が参加した。自己の体力の限界に挑むことで、日常では得られない貴重な体験

に出発し、午後４時までの９時間という制限時間で実施され、男子３８３人、女子４

午後９時
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一助となった。

の

【トップで最終地点の小海に到着した
左が内海梓さん、右が佐野拓真君】
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会 」 が 行 わ れ 、 たが、山梨の最低気温が北見

した。

10

る北海道北見市の北見北斗高
校第

子が

41
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月

10

日か ら の

日、読 売新聞 社か ら誤

ていきたい。

日に 掲載

囲気をこれからも正確に伝え

生の生き生きとした様子や雰

を伝える甲府一高新聞。一高

がある▼一高のあらゆる行事

真相を正確、忠実に伝える事」

つに「第四報道、報道は常に

るモットーがある。そのひと

が唱えた４つの綱領、いわゆ

る。甲府一高新聞には先輩達

一高新聞部もそのひとつであ

再確認したはずである▼甲府

件を通してその責任の重さを

道を扱うメディアは今回の事

な便利な社会だからこそ、報

さま多くの人に伝わる。そん

社会で、発信した情報はすぐ

媒体が急速に発達した情報化

らない。情報発信のメディア

容は正確でなければ何にもな

るうえでは重要だが、その内

た▼速報性はニュースを伝え

う気持ちが今回の誤報を招い

題をいち早く発信したいとい

がそれに関連したホットな話

ことであったが、各メディア

賞のニュースは大変喜ばしい

賞を受賞した。ノーベル賞受

成功し、ノーベル医学生理学

ｉＰＳ細胞を作り出すことに

で初めて、人の皮膚細胞から

都大学の山中伸弥教授が世界

たことがわかったからだ▼京

した」という報道が嘘であっ

作った心筋細胞を患者に移植

胞（人工多能生幹細胞）から

した「森口尚史氏がｉＰＳ細

それは、同 社が

報と謝罪の記事が掲載された。

の

としている▼新聞週間２日前

覚悟を新たにすることを目標

わる者が一層の発展を期する

事で、新聞の普及と報道に携

年か ら行 って いる 行

新聞 協会 が１ ９４ ８

あっ た。 これ は日 本

１週 間は 新聞 週間 で
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７月１日から９月

日までの３カ月間、「交通安全０、３カ月運動」が県内各地の高

校で実施され、一高では正面玄関に看板をたて、規 律委員会 による ポスター 掲示を通 し
て、事故違反撲滅活動を行った。この期間中には自 転車事故 は５件 、バイク 事故は２ 件 、
起こっている。いずれも接触事故で病院に搬送され たのは重 軽傷含 めて４人 という結 果
となった。事故０を達成することはできなかったが 、大きな 事故は なく運動 は終了し た 。
自転車、バイク通学生の多い一高。一高は今年度 山梨県警 察署か ら「自転 車安全推 進
校」に指定されている。一高生の自転車運転について、取材をした。

もいるようだ。それに関する

にマナーが守れていない生徒

しているわけではなく、まれ

側通行に規制される。道路交

いる歩道も、来年１月から左

転車と歩行者が別々になって

うための対策だということを

安全を多くの人に守ってもら

くようだ。しかしこれは交通

る規制はより厳しくなってい

してほしい。

ぜひ自転車のマナーを再確認

丈夫」で終わるのではなく、

認識してほしい。「自分は大

も たくさん ある だろ うか ら

て いる環境 に加 え、 参考 書

と 聞いてみ たと ころ 「整 っ

気泳動にかけてその長さごと

う 」と答え た人 がほ とん ど

集 中して学 習に 励め ると 思

勉 強しに行 きた い。 きっ と

苦情の電話もきたことがあり、 通法が改正され自転車に対す

に分離、染色して遺伝子を確

だ った。ま た本 校図 書館 司

その内容は「自転車で右側通
行している一高生と接触しそ

認するというものである。

書 の萩原裕 子先 生は 「平 日

うになった」ということであ

サイエンス・レクチャーの

り 、素敵な 本と 出会 って ほ

生徒指導主事の三枝浩樹先

ため 抽選と なり、 受賞 には

しい」と語っている。

は 夜８時ま で開 館し てい る

いたらなかった。

の で、ぜひ 自主 学習 をし た

る。

施）に来校した科学に興味が

「実際に教えるということは、

日よ

り さまざま な催 し物 が行 わ

開館を記念して

（地 下に蔵 書室） で、 県内

県立図書館は３階立て

思った以上に大変であった。

企画者で、実験講師を行った
今年の日新基金プロジェク

人を対象

㍉の１０００

特に薬品をマイクロ単位（１
マイクロは

され ており 、施設 設備 も充

る。 またカ フェな ども 設置

とアカペラ同好会が出演。

館 記念コン サー トに 弦楽 部

実験はＤＮＡ鑑定を利用し

験授業を行った。

に、一高生が講師となって実

あ る 中 学３ 年 生

生は「自転車側からすれば自
分から車が見えていれば、車
トに選ばれた一高サイエンス・

望月のぞみさん（３年）は

側もこちらが見えているだろ

伝子を観察してみよう」が９

うという意識があるようだが、 レクチャー「ＤＮＡ鑑定で遺
そんなことは決してない。車
月

日 、 本 校 生 物 実験 室 で

の運転はあらゆる情報を一度

れる。

日に行われる開

最大 級の広 さ・蔵 書数 を誇

日に開館 する 。愛 称は 昨年

実している。

近 く、利用 しや すい 県立 図

てもその身近なところで芸術

美術館の見所は、なんといっ

がら作成しました。

月 から

細かい部分にまで気を配りな

の新聞です。より力をいれて、

ます。今月号は出品する最後

文化祭に出場することができ

県で開催される全国高校総合

入賞すると、来年７月、長崎

品します。この審査で３位に

今月までに発行した新聞を出

行 わ れま す 。 昨年

月 ７ 日に

新聞部では現在新入部員を

大募集しています。

久保寺一輝

新聞部員〉

〈甲府一高

しています。

に来てみてください。お待ち

ぜひ、北館４階の化学実験室

でも新聞部に興味がある人は

アウトがしたい人、ちょっと

る人、パソコンが得意でレイ

漫画が描ける人、写真が撮れ

されるのか期待される。

成度が高くてびっくりした。

特に世界の巨匠展は、模写で

あっても生徒それぞれの個性

が絵に出ていて、一番興味深

かった」と感想を語った。ま

つの作品が個性豊かで、鑑賞

していてとても楽しかった」

またプロのアーティ

聞 部 門の 審 査 が

２年。来年はどんな企画が出

11

は安全な乗り物ではなく、常

いよい よ山 梨県 立図 書館

募集され 、本 校の 河野 五月

本 校図書 館に来 てい る一

書 館。ぜひ 足を 運ん でみ て

分の１）で測るピペッターを

ような機会があったらまたやっ

さん（３ 年） も「 かい ぶら

高生 に「県 立図書 館を どの

はどうだろうか。

て、いくつかの容疑者サンプ

てみたい」と語った。レクチャー

り」を応 募し たが 、同 作品

ように活用していきたいか」

行われた。レクチャーはオー

実験方法はま

を受講した韮崎東中の渡辺柊

人いた

に視界に入れて操作している

ず用意された

君は「実験に失敗したらどう

を応募した人が

に危険を予測し、安全運転を

サンプルの髪

しようという不安もあったが、

だことをより深め、受講した

文章が書くのが苦手だとい

月

の毛を化学薬

一高の先輩方がとてもわかり

中学生はより科学に興味を持

う人でも大丈夫です。４コマ
レクチャーを通して、講師

「かいぶらり 」が

品でＤＮＡを

やすく教えてくれたので安心

つことができたことだろう。

教えるのが難しかった。この

抽出、抽出し

して実験ができ、とても楽し

日新基金プロジェクトもあと
た。増幅され

の両日、 一

周年記念交流美

般公開された。特別展として、 た、保護者の女性は「一つ一

と

を務めた一高生は授業で学ん

日

の開催、

たＤＮＡを電

日から

日中友好

術展・巡回展「ＨＯＲＩＺＯ

地理的に も甲 府一 高か ら

たＤＮＡに薬

かった」と感想を語ってくれ

ルから犯人を見つけるもの。

なかなか車の運転手の視点を

品を加え、装

た。

日実

理解しづらい部分がある。生

置にかけＤＮ

プ ン ス ク ール （ ８ 月

自転車推進リーダーである松

徒たちには、車に乗った時に

月

甲府第一美術館「秋の特別
展」が、

にかけて、本校校舎にて開か
れた。美術館は今回で２回目

ストの作 品だけで

作品に触れられることだろう。

と語ってくれた。

なく、一 高生が書

一高生の作品だけでなく、実

Ｎ」が開 かれた。

道や美術 の授業で

際に活動しているアーティス

醐味である。今回の作品展か

制作した 作品も展

一般公 開日に訪

らぜひ自分の感性、芸術性を

トの作品も鑑賞できるのも醍

代の男性

高め、より芸術文化に興味と

示された。

は「生徒 の作品の

れた

山梨県高校芸術文化祭、新

Ａの増幅を行っ

ので、限界がある。ただ、高

いきなり曲がってくる車に、

木哲亮君（２年）は「普段か

走行している自転車の様子を

なったこと。

○女子走り幅跳び

３位 日向一樹（２年）

○男子三段跳び

２位 日向一樹（２年）

○男子走り幅跳び

２位 村松和十（２年）

○男子１５００㍍

２位 村松和十（２年）

１位 望月光樹（２年）

○男子８００㍍

心がける必要があるだろう。
自転車走行中、誰しもがヒ
ぶつかりそうになったこと。

ら左側通行はもちろん、狭い

普段の自転車走行について、 校生は車を運転しないので、

ヤっとした場面に遭遇してい
自転車通行可能な歩道で前

車道の端を自転車で走行中、 方に人がいたため車道側によ
交差点では対向車がきている
観察してみたりして、車を運

るのではないか。

けたら後方からきた車と接触
かどうか気を配り、一時停止

転する側の視点を知って、自

車に幅よせされ接触しそうに
しそうになったこと。
をしたりして交通安全を意識

交差点で一時停止して、左

このような事例は挙げれば

分の自転車の乗り方を見直し

㍍背泳ぎ

○女子１００㍍平泳ぎ

１位 千野靖果（２年）

○女子

３位 望月光樹（２年）

行。甲府工業高校前にある自

自転車は基本的には左側通

た。

てほしい」と注意を呼びかけ

している」と言っている。

誰もが常に交通安全を意識

県 高校 新人 大 会は ９ 月

日の水泳競技を皮切りに、各
競技で行われ、一高生が活躍
している。

３位 千野靖果（２年）
【陸上】

30
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11
24

16

親しみをもってほしい。

E-mail shinbunbu@first.kai.ed.jp

【一高生の指導で実験をする中学生】

9

12

〈連絡先〉
甲府第一高校 新聞部 井上宛
〒400-0007 甲府市美咲2ｰ13ｰ44
Tel:055ｰ253ｰ3525 Fax:055ｰ253ｰ3527

22

17

愛読希望の方は、住所・氏名・電話番号を
記載の上、下記アドレスまで御連絡ください。

30

どれもがとても完

11

11

【水泳】
○男子２００㍍自由形

５位 加賀美蘭（２年）
以上、関東大会出場
【テニス】
○男子団体 １位（関東大会）
○女子団体 ２位（関東大会）
【ソフトテニス】
○女子団体 ベスト８
【空手】
○男子団体形 ４位

【作品を熱心に鑑賞する来場者】
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30

右を確認して進もうとしたら、 きりがないが、やはり自転車

【朝の登校風景、安全運転に心がける一高生】
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平成２４年１０月３０日
第２２１号

