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月から

月の２カ月間、 高校生の「 文化の祭典」 といわれる第

部門、 総勢１８０人の文化部員が芸文祭に参加した。

回山梨県高等

学校芸術文化祭（ 芸文祭） がコラニー 文化ホー ルをはじめとする県内各会場で行われ
た。 本校から

さんは「 髪を切ることで、 自

ない」 で優秀賞を受賞。 千葉

絵画「 いつまでも同じ私じゃ

また千葉瑞希さん（ １年） は

学びたい」と抱負を語っ た。

ではレベルの高い作品を見て

徹夜で完成させた。 全国大会

ことに心掛けて取り組んだ。

いように、 よく通る声を出す

「 練習では聞く人が聞きやす

優秀賞を受賞。 梶谷さんは

市との交流について発表し、

日本大震災で被災した気仙沼

年） は、 地元の上野原市と東

放送部の梶谷紗代さん（ ２

「 現在

━経歴

人柄を紹介する。

ある窪田新先生。 先生の

任され、 一高のＯＢでも

今年の４月、 本校に赴

さをいかに生かせるかを考え、 た」と喜びを語っ た。

分に変化を求めている姿を描

当日は校長先生もいらしてい

【 自然科学部】
○自然科学部門
いた。 構図を大事にしたかっ

リアリティ かつ緻密に描くこ

で、 まさか自分の名前が呼ば

一番明るく話せた。 結果発表

たので、写真を何十枚も撮り、 て緊張したが、 今までの中で

大学 へ 。 教 員 に な っ て 、

の卒業生。 大学は東京の

年で、 担当教科 は地理

とに苦労した。 今回は大勢の

歳 、 甲府 一 高

優良賞 「 糖の秘密」
「 錆びる２」
【 その他】
○テー マ部門

○文学部門・俳句

奨励賞 堀之内優（ １年）
○放送部門・アナウンス
優秀賞 角田百仁花（１年）

（全国大会へ）

（全国大会へ）

「 高校３年時の夏の

大会（ 高校野球） 。 仲

間と共に校歌を歌っ た

こと、 そしてチー ム一

丸となっ て闘っ たこと

がとても強く印象に残っ

ている。 その時の仲間

とは今でも付き合いがあ

ること」

━趣味

る」

━ 当時の一高について

「 釣りとお風呂に入

ること」

でも、 その気持ちを忘

「 挑戦。 どんなこと

た。 質実剛健な生徒が

が強く、責任感が強かっ

「 皆、 それぞれ意志

歴史で日本史を教えてい

━ 座右の銘

れるとは思っ ていなかっ た」

だったか

「 何事にも一生懸命

━ 一高生に一言

に取り組んでいる」

格であっ た。 すべての

「 負けずぎらいな性

━ 今の一高生の印象

人に喜んでもらえて嬉しかっ

しいものだっ たから」

「 Ｂｏｙｓ

ｂｅ

事に必死だっ た友人と

（少年よ、大志を抱け）

━ 授業で意 識しているこ

━ どのような高校生

多かっ た」
応援団吹奏楽部は「 ピエト

━ 教師を目指した理由

れないようにしている」

ア・カペラ部は「 Ａｍｅｔ

ロ・モンタージュ」を演奏し、

「 高校生活がとても楽

る。 野球部の監督をして

ｓｅｔａｎ（ 夢見る） 」 を披

芸術文化祭賞を受賞。 部長の

と驚きを語っ た。

露し、 芸術文化祭賞を受賞。

神戸夢実さん（２年） は「 曲

た」 と喜びを語っ た。

部長の小野真彦君（ ２年） は

が決まっ たのが本番１カ月前

いる」

パ ー ト あり一 人ひ とり

━ 高校の部活動

この校是を忘れず、 い

「

で、 合奏は６回程しかできな

「 ３年間、 野球部に

美術部の田中美帆さん（ １

優秀賞 梶谷紗代（ ２年）

回全国高学校総合文化祭茨城大会への出場を決めた。

【 応援団吹奏楽部】
○吹奏楽部門
芸術文化祭賞（全国大会へ）
【 新聞部】
○新聞部門

【 美術部】
○美術・工芸部門
最優秀賞

の責任が重かっ た。 壮大な自

かっ たが、 自分たちで計画を

解でき、 全員が参加する

つも心の片隅に置きなが

ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

年） が制作した立体「 生きて

然の美しさを表現したような

立て、 こつこつと練習した。

所属し、 部活動中心の

ら生活して欲しい」

今年も早いもので、

一年の締めくくりの

時期となっ た。 この

時期に欠かせないの

が、 年賀状作りでは

ないだろうか▼年賀

状がいつ始まっ たかはわから

ないが 、 平安後期、 藤原明

衡による往来物（手紙文例集）

「 雲州消息」 に年始の挨拶

を含む文例があったことから、

すでに貴族階級を中心として

年始の挨拶は行われていたと

考えられている。 年始の挨拶

は基本的に知人の家を回り交

わすも のだっ たが、 遠方へ

は挨拶文を送っ ていた▼年賀

状の風習が一般に広まっ たの

は明治 時代。 １８７１（ 明

治４） 年に新郵便制度が開始

され、 郵便はがきが登場。

その後、 年賀はがきが配達さ

れるようになっ た▼年賀はが

） 年、 民

きと言 えば、 お年玉付き。

１９ ４９ （ 昭 和

間人の林正治氏が「 年賀状が

人との交流で生き

セミナー は、 外国

イングリッ シュ

語での会話に取り

加者は積極的に英

人が 参加 し た 。 参

（ 外国語指導助手） ６人を講

た。 本校及び他校のＡＬＴ

いろいろな国の人と交流でき

（ １年） は「 英語を使えば、

た。 参加者の小野若菜さん

手に英語を話せていた」と語っ

「 フレンドリー で、 とても上

クインさんは一高生について

講師の一人であるカルロス・

たテーマに対して討論した。

つ目はディ ベー ト。 与えられ

身国と日本の文化を比較。 ３

念にとらわれず、 ＡＬＴの出

２つ目は異文化理解。 固定観

え、チームごと得点を競った。

ンルごとのクイズに英語で答

は英語を使っ たクイズ。 ジャ

に分かれて行われた。 １つ目

講座は３講座、 グルー プごと

る側も嬉しい▼年始の挨拶、

拶文は温かみがあり、 受け取

したもので、 特に手書きの挨

年賀状は日本の文化を具現化

配はない。 そして何よりも 、

もあるが、 年賀状にはその心

ると思うように送れないこと

しかしメー ルは通信が混雑す

ルで行 う人が多くなっ た。

及し、新年の挨拶を電子メー

では、 インター ネッ トが普

思いから大ヒッ トした▼最近

文化に基づく新年への祝賀の

る国民の思いや伝統的な日本

きっ かけ。 戦後復興に向け

案を郵政省に持ち込んだのが

かけに なる」 と考え、 この

しがれた気分から立ち直るきっ

（聞き手・嶋田）

戦前のように復活すれば、 お

た英語に数多くふ

ることを改めて実感した。もっ

メー ルではなく心のこもっ

互いの消息もわかり、 うちひ

れ、 英語による発

と自分から話せたら良かった。

師に 、

時間を過ごした。 （志村佳）

信力を伸ばし、 国

た手書きの文字で交わしては

組んでいた。

（近藤）

会話で英語が身についた」 と

どうだろうか。

際理解を深めるこ

（志村敢）

感想を語った。

いつも一緒だっ た」

るよ。 」 が芸術文化祭賞を受

曲だっ たので、 声量を出し、

ことができる授業。 生徒

と

賞。 田中さんは「 虫が好きな

当日は満足のいく演奏ができ、

生活を送っ ていた」

月

日、 日新館と会議室で行われ

リ ッ シュ セ ミ ナ ー が

１年 生を 対象 とし たイ ン グ

「 全員がしっ かりと理

ので自分の中にいる寄生虫を、 自信を持っ て歌うことに注意

一人ひとりが、 楽しんで

した。 本番では課題もあっ た

楽しめた。 支えてくださっ た

流木を使っ て表現した。 模型

○器楽管弦楽部門

━ 高校時代の思い出

が、 部になりまだ浅いのにも

日本史を学べるようにす

は２つ作り、 羽のデザインは

方々に感謝している」 と感謝

奨励賞

について「 自分自

いた。 また一高生

が大切」 と話して

界の本を読むこと

れたことのない世

自分がこれまでふ

の本や伝記など、

読むと良い。 海外

ことができる本を

信の見聞を広げる

（近藤）

の言葉を語った。

【 茶道部】

奨励賞 赤池由莉亜（２年）

○書道部門

かかわらず受賞できて嬉しかっ

１時間半という短い時間で

たくさん描いた。 流木の面白

研究し、 自分自身を知ること

【 書道部】

【 弦楽部】

奨励賞

○日本音楽部門

【 箏曲部】

芸術文化祭賞
田中美帆（ １年）
（全国大会へ）
優秀賞 千葉瑞希（ １年）
（全国大会へ）
最上覚子（ ２年）
奨励賞 清水優里（ ２年）
○ポスター 部門

「 人それぞれなの

あっ たが、 参加者は有意義な

身を知ることは難しい。 自分

を実践したい」 と感想を話し

た。 どんな本を読んだら良い

自身を知る鏡として本を読み、

で一概には言えな

か、 受験用の本はどんなもの

自分を信じて行動できるよう
行われ、 生徒と先生約
が講演を聴いた。

【団長さんの話に耳を傾ける参加者たち】

奨励賞 山田晴樹（ ２年）
【 ア・カペラ部】
○合唱部門

図書委員会主催で本のソム

が良いか、 などいくつかの質

になって欲しい」 と語っ た。

ていた。

リエ・団長さんの読書講演会

問が出された。 団長さんは参

講演を聴いた奥山泰樹君

○茶道部門

38

い。 しかし自分自

日、 本校図書館 で

加した生徒の質問、 一つひと

（ １年） は「 読書や人生につ

30

優秀賞 堀田沙希（ ３年）

14

【地理歴史・日本史
窪田 新 先生】

とを目的とする。

48

【グループで英語のクイズに挑戦】

11

芸術文化祭賞（全国大会へ）
【 放送部】

人

つに、 自己の経験を踏まえて

いての考えや知識がこれまで

月

講演会は最初に参加者から

答えていた。 どんな本を読ん

より深まっ た。 自分をもっ と

が

質問を受けて、 その質問に答

だら良いかという質問には

29
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今年は応援団吹奏楽部、 美術部、 ア・カペラ部、 放送部、 新聞部が来年７月末に行
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２年生の沖縄研修旅行が

月

日から

日、 ３泊４日の日程で 、 生 徒２７２ 人、

人、 奥田正直校長先生を団長として行われた。 この研修旅行は、 沖縄の風土・

１日目は沖縄までの移動が

争の悲惨さや平和の大切さを

何を言っ たところで何も変わ

は「 私たちみたいな一市民が

れる特定秘密保護法について

縄に大きな影響があると思わ

らない」 と語っ た。 また沖

「無関心」 こそが問題なのか

になるはず。 諦めからくる

集まれば一つの大きな「世論」

ないが、 一人ひとりの意見が

確かにその通りなのかもしれ

会話から感じた。

ているのではないかと、 この

争当時と今の政治、 どこか似

民の声は国には届かない。 戦

が及ぶのは一市民であり、 市

家たちなのだから」と話した。 もしれない。 戦争も一番被害

（植松）

らない。 決めるのは国の政治

ても歓迎してくださり、 ５日

再度実感した。 夜は国際通り

間の滞在期間中、 何一つ不自

中心で、 沖縄への到着が少し

由なく生活することができた。

地の方々が私たちの訪問をと

言葉は通じなくても気持ちは

で約３時間、自由散策となり、

通じるということを改めて感

遅れたため、 美ら海水族館の
この研修で基地の側を通っ

流事業はスポー ツ交流事業を

お土産を買うなどして最後の
たり、 オスプレイと思われる

通じて相互の交流及び親善を

じただけでなく、 競技面、

見学時間は短くなっ てしまっ

飛行機を見たりと、 米軍と密
アー チェ リー 部が東海大

深め、 山梨県のスポー ツ振

文化面、 生活面、 その他多

間を過ごした。

録されている首里城を見学。

最終日は世界文化遺産に登

甲府高校と甲府城西高校のアー

興を図ることを目的として、

くのことについて学ぶことが

夜を楽しんだ。

鮮やかな色彩や豪華な装飾品

平成４年から行われている。

賞など、 各自、 中身の濃い時

２日目は各クラス４人のグ
から当時の栄華を想像するこ

韓国忠清北道スポー ツ交流事

できた。 このような貴重な体

大城朝美さん （

） は「 賛

基地問題について名護市の

も垣間見ることができた。

接に関わっ ている沖縄の生活

ループに分かれ、班別タクシー
とができた。 帰りの飛行機で
成、 反対、 どちらとも言えな

本校からは１、 ２年生部員７

日か ら

日 までの５日間、

月

研修が行われた。 生徒自身で
は、 機長さんからの「 研修旅

業で韓国を訪問した。 この交

チェ リー 部員らと、

決めたコー スに従い、 マリン
い。 基地があるおかげで生活

験をさせていただいたことに

が成り立っている人もいるし、

人が参加し、 韓

感謝すると共に、 今回の経験

行を楽しむことはできました

る。 来年１月に名護市長選が

国の選手とアー

か。 沖縄での思い出は一生の

行われる。 ３人の候補が立候

等を行い、 交流

日 、 来校 し た 。 三

「 福音ソフトボー ル～ 山梨ダル

あるが、 医療の面から見ると病気

違法であり、 裁かれるべきことで

薬物乱用とは、 司法から見れば

で、 つまり精神の病であると感じ

月

ク回復記～ 」 の著者、 三井ヤスシ

井さんは過去に本校で山梨ダルク

た。

さん が

（ 薬物依存症回復施設） の方が講

立ち、弱い自分を見つめることで、

三井さんがこの本で伝えたいこ

変わっ ていっ た人を見て、 そう感

演をしていることを知り、 図書館

三井さんの本業はイラストレー

とは「人は変われる」ということ。

ター だが、 山梨ダルクと山梨県警

じたそうだ。 また三井さんは「 今

にこの本を紹介してくれたことが

がソフトボー ルで交流するという

の社会は競争社会。 競争はスター

取材をしていく中で、 絶望の淵に

新聞記事

トラインにたって始まるものだが、

来校のきっ かけとなっ た。

に興味が

中にはスター トラインにさえ立て

話を聞いた。 「 元々ラグビー

な人でも大歓迎」 と話してい

日、 新人戦が行わ

た。

月

兼部している人もいる。 活動

から他校との合同チー ムで出

志村敢人

植松澄香

近藤久美子

嶋田 遥

志村佳太

〈 甲一新聞部員〉

いと思う。

して良い新聞を作っ ていきた

（近藤）

場する。

月

がみつかり、 直すべきところ

芸文祭を終えて新たな課題

員で喜んだ。

た。 ３年連続の１位に部員全

全国総文祭への出場が決まっ

年７月、 茨城県で開催される

れた。 結果は最優秀賞で、 来

梨日日新聞社の方が行っ てく

方が行っ ていたが、 今年は山

新聞審査は、 昨年まで先生

活動を行っ た。

聞の展示や芸文祭新聞の取材

行われた。 今まで発行した新

７日、 コラニー 文化ホー ルで

芸文祭の新聞部門が

は週に４、 ５日程度。 グラウ

たことから入部。部員は５人、 れ、 一高は人数が少ないこと

部ＯＢの藤原剛先生に誘われ

に興味があり、 一高ラグビー

での経緯や活動内容について、 い。 現在、 部員募集中、 どん

対する思いがあり、 とても良

気は、 部員一人ひとりが部に

な練習をしている。 部の雰囲

ンド北側でラグビー の基本的

（ 志村佳）

湧き、 取

活動を休止していたラグビー

ない人がいる。 そういう弱者への

部が、 一高グラウンドで活動

共感を忘れないで欲しい」 と話し

したアー チェ リー 部。 来年

を開始した。

材し、 こ

３月、 静岡県で行われる全国

部長の古矢大吾君（ ２年）

の本を書

高校選抜大会に男女各１人が

ていた。

この交流事業

出場する。 大会での活躍を期

いた。

に参加した部長

を深めた。

の青木美彩さん

日常では得られない体験を

を今後に生かしていきたい」

スポー ツや琉球ガラスなどの

これからの日本を背負う皆さ

補しているが、 そのうちの２

チェ リー の合同

体験学習をした。 各班趣向を

ん、 残りの高校生活を悔いの

人は基地容認派。 現職市長だ

と語っ た。

思い出になることと思います。 基地はいらないという人もい

３日目は平和学習。 ７歳の
残らないよう精一杯過ごして

けが反対派だ。 現職市長が最

堪能した。

時に戦争を体験した石原絹子
ください」 という言葉に研修

有力だが、 それは基地容認派

の終わりを感じた。
一高は修学旅行ではなく、

） の講話後、 クラ

さん（
ス別行動でガマに入り、 ひめ
ゆりの塔や平和祈念公園など

の中で票が割れるからであっ

練習や韓国観光

凝らした計画で自然や文化を

た。 しかしジンベイザメの観

の絆を深め、 高校生活一番の思い出となっ た。

修旅行の期間中は曇り空ではあっ たが、 沖縄特有の文化や芸能に触れながら、 仲間と

歴史・生活・伝統・文化に接することで広い知識を深めることを目的としている。 研

教員

13

研修旅行である。 その名にふ

に、 ラグビー 部が復活するま

を終え「 だんだんライブに慣

（植松）

Ｎの「 天体観測」 など、 各

れ、 いい流れを作れた。 また

加することができないが、社会に出てからもこのような機会があっ

待したい。

発表者は１６人、そのうち山梨県からは２人が

（ ２年） は「 現

フォ ー クロッ ク部とダン

バンドがそれぞれの曲を演奏

来てくれた人たちが盛り上がっ
てくれたので良かっ た。 これ

けてくれていた。本校でできて良かったし、光栄だった。来年は参

10

て、 これが一騎打ちだと分か

ス部による「 秋ロッ ク」 が

した。 ダンス部は、 部で代々
受け継がれている「ハイスクー

からもライブの回数を増やし

張することができた。審査員や傍聴者の方々が自分の意見に耳を傾

12
さわしい４日間となっ た。

日の 放課 後、 本校 日
新館で行われた。 「 秋ロッ

ルミュ ー ジカル」 という曲

月

ク」 ではフォ ー クロッ ク部

また、 ダンス部の安田咲子

で軽やかなダンスを披露した。 ていきたい」と話した。
フォ ー クロッ ク 部の近藤

の各バンド演奏とダンス部の
ダンスが披露され、 会場に集

矢巻さんは入賞にはいたらなかったが「やってみると、あっとい

25

部長（ ２年） は「 フォ ー ク

う間に終わってしまった。他の生徒がとても上手で、良い意味で緊

11

和人部長（ ２年） はイベント

ロッ ク部のバンド

巻紗耶さん（２年）が「It's Only Words」と題して、
発表した（＝写真）。

29

まっ た生徒たちは大いに盛り
上がっ た。

手振りで一生懸命に発表していた。

三井ヤスシさん
37歳 山梨県生まれ

が明確になっ た。 課題を克服

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

を見ることができ

発表者は審査員の前でそれぞれの考えを、身振り

21

〈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

フォ ー クロッ ク部は、 Ｂ

たし、 一緒に盛り

第７回関東甲信越地区高校英語スピーチコンテ

52

Ｕ ＭＰ ＯＦ ＣＨ Ｉ ＣＫ Ｅ

上げることもでき
た ので 良 かっ た 」
と喜びを語っ た。
年明けには「 冬
ロ ッ ク」 が 行 われ
る予定。 今回を逃
した人も、 ぜひ見
に行っ てはどうだ

ストが１２月８日、本校視聴覚教室で行われた。

12

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

11

11

（嶋田）

たら参加したい」と感想を話していた。

11

を巡っ た。 ２年生はここで戦

【ひめゆりの塔で献鶴を行う一高生】

11

11

【スポーツ交流に参加した一高生】
【日頃の成果を披露する部員たち】

ろうか。（志村敢）

代表として出場。その一人として本校英語科の矢

16
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