平成

年度入学式が４月８日、本校体育館で行われた。式には入学

人、計２７３人

生、保護者、来賓、職員が出席した。厳しい高校受験を突破し、晴れ
て一高生の仲間入りをする普通科２４０人、英語科
の入学が許可された。

い、支え合いながら、勉学
や部活動に精一杯励むことを
約束する」と誓いの言葉を述
べた。

のをみつけて
欲しい。 失敗

信じて頑張っ

分の可能性を

年主任の武藤一輝先生に

れからお世話になる一学

今回 は、 新入 生 がこ

を恐れずに自

て欲しい」 と

新 入 生と 新 ２ 、 ３ 年 生 が

一高の伝統と誇りを持ちなが

英語科の中澤成君が「 甲府

また、 新入生を代表して

「 中学 の 時か ら 数学

なって 年目になる」

━ 教師を志したた理由

たいと思ったから」

な期待と新しい環境にうまく

れから始まる高校生活に大き

おめでとうございます。 こ

新入生の皆さん、 ご入学

校とは違います。今までは、

入生の皆さん、 高校は中学

が本格的に始まります。 新

と、 いよいよ一高での生活

リエンテー ショ ンが終わる

前まで頑張っていたこ

━ 授業で意識している ４入りした。入試の直

地で見頃を迎えてい

入学式を迎え、各

こと

知らせている▼３月

淡く彩り、春本番を

れている桜も周囲を

る桜。本校に植えら

年間ずっと担任

━ 学年主任になった感

とを覚えている」

「分かりやすく教え

ること」

━ 数学を得意にするコ 想

「

だったので実感があま

ツ

「嫌いにならず、粘

りないが、 新入生と一

の一つが重なる時期であるこ

９（ さくら） ＝

り強く、諦めずに取り

緒に３年間、実りある

とから、日本さくらの会が１

動することができる生

「一人で考えて、 行

学式を演出する春の花として

円硬貨の模様に使用され、入

はメディアを賑わせ、１００

した。今では開花予想や速報

徒になって欲しい」

多くの学校に植えられている。

て欲しいか

━ どういう生徒になっ ９９２年に「桜の日」と制定

の語呂合わせと、七十二候

日は３

組むことが大切」

学校生活を送りたい」

━ 趣味

「スポーツ全般の観

戦」

━ 新入生に一言

桜は日本人には馴染みの深い

━ どのような高校生だっ

して生徒会もやってい

「一高での３年間は、

花となっている▼如何にして

「勉強と部活動、そ

たか

たのでとても忙しかっ

これからの人生の基礎

苦しいこと、すべてが

辛いこと、嬉しいこと、

━ 高校では何部に所 になる。楽しいこと、

和歌で「花」といえば梅であっ

だろうか。奈良、平安の昔は

これほどまで人気を集めたの

属していたか

「ラグビー部」

いても自分自身で何かを掴み

馴染むことができるかという

困っ ていれば何も言わなく

どうだろうか。

（近藤）

味覚でも桜を楽しんでみては

桜あんパン、桜湯、桜餅など、

れだけではなく、桜の塩漬け、

花見と視覚的に楽しむが、そ

なっている▼多くの人が桜＝

人生さながらで賞美の対象と

た、散っていく儚さや潔さも、

花のみならず、諸行無常といっ

に出現した。そして、桜は開

いるソメイヨシノは江戸末期

であった▼現在広く知られて

農業にとり非常に大切なもの

れ、稲作神事に関連しており、

か、桜は穀物の神が宿るとさ

があった。このこともあって

や「種まき桜」とよばれる木

もあり、各地に「田植え桜」

農業開始の指標とされたこと

開花は他の自然現象と並び、

詠んだ歌集まである）▼桜の

れている。（宣長が桜のみを

の桜好きであったことも知ら

般的になり、本居宣長が無類

して江戸時代には桜が広く一

を詠んだ歌も数多できた。そ

えば桜を指すようになり、桜

たが、新古今以降「花」とい

（聞き手・志村敢）

れません。 ですが、 高校生

とるという貪欲な気持ちで、

不安を抱いて、 入学したこ

ても先生方が助けてくれたか

×

糧になる」

「ラグビーで、２年

連続、 全国大会ベスト

新入生もさることながら 、 があれば、遠慮せずに先生、

になっ た皆さんには、 ぜひ

とと思われます。 最初は高

もしれません。 また何かあ
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━ 高校時代の思い出

年 目。 筑 波 大学 で 数学

「 本校 に 勤務 し て６

━ 経歴

人柄を紹介する。

イン タビュ ー 。 先生の
、

歓迎の言葉を
述べ、

の両日に行わ
れる応援練習
についてもふ

長が祝辞を述べ、来賓紹介及 初めて顔合わせをする対面式

ら、 二度とない高校生活を

が 好き で、 数学 を 教え

た」

赤池亨校長先生が入学

び祝電披露、職員紹介を行い、 が４月９日 、 体育館で行 わ

有意義なものにしていきたい。

複 素数 解析 を 専攻 。 担

許可予定者の入学を許

新入生保護者を代表して清水 れた。 新入生は２、 ３年生

様々な場面で先輩方のご指導

れた。

可し、「それぞれ素晴

栄一さんが挨拶を行い、式が の拍手で迎 えられ、 対面 式

をお願いしたい」 と挨拶し

当 教科 は数 学 。 教 師に

能力を持っているので、 終了した。式終了後、ア・ に先立ち、 各クラス代表 者

らしい可能性を秘めた

カペラ部員、弦楽部員による が一高生と なるにあたっ て

上級生に相談して欲しい。

勉強面においても部活面にお

新入生は担任の先生の誘導 挨拶を行っ た。 その後、 対

上級生もこれから始まる生活

ら まで教えてくれたかもし

もらいたい」と式辞を

で教室に移動し、最初のロン 面式が行わ れ、 樋笠誠智 生

この３年間頑張っ て欲しい

かると思うが、 疑問や悩み

述べた。引き続き、新

自ら動く能動的な人になっ

新入生の皆さん、 早く新

に不安と期待の面持ちであり、 友だち作りに部活動にと、

一高は伝統ある素晴らしい学

グホームルームを行った後、 徒自治会長 は「 高校での ３

を楽しく充実したものにして

しい環境に慣れて一高ライフ

い生活に慣れていくと思いま
す。 まずは、 隣の席の人、
部活動見学で一緒になっ た
人などに、 思い切っ て声を
かけてみてください。 友だ
ちはすぐにできると思います。

校と中学校の違いに戸惑うこ

ればすぐに周りの大人が１か

さて、 入学してすぐのオ

とと思いますが、 すぐ新し

能性は幾重にも広がります 。 らお祈り申し上げます。

校ですが、 受け身 な姿勢で

入生を代表して普通科

生徒自治会長より

新入生へメッセージ

いきたいものだ。 （近藤）

と思います。

い、その願いを叶えることが
できたのですから、幸せです。

い環境に慣れるまで時間がか

てもらいたいと思います。

㌔に延長した年でした。そし

私は、自主自律の精神を重

を楽しんでください。 皆さ

上級生と共に日々の一高生活

た。生徒達と過ごした思い出

て、今回で三度目になります。

んじる、懐の深い本校の校風
が大好きです。一方で、明治
十三年から続く歴史のある伝
統校ではありますが、 年、
年先を見据えて、変えるべ
き点は、勇気を持って変える
ことも必要だと考えています。
甲府一高を愛していただいて

の良き校風を後世に引き継ぐ

は得られるものは数少ないと

高揚した良い雰囲気で対面式

任しました「赤池 亨（とお

もたくさんありますが、強行

私は、残念ながら、本校の

と甲府南高校の二校総合選抜

「甲府一高に入りたい」と思

体育館で保護者と共にクラス 年間はあっ という間に過 ぎ

る）」と申します。どうぞ、

遠足もその一つです。私も三

ＯＢではありません。私が高

夜中の十二時頃、箕輪新町を

でした。この当時の総合選抜

「一高に行きたかった」と漏

とともに、一歩でも前進でき

んのこれからのご活躍を心か

の大芝春歩さんが「新

ました。このときは、強行遠

よろしくお願いいたします。

十代前半でしたので、男子の

出発し、野辺山を越えて小海

は、受験生の希望や居住地を

二回目の勤務は、現在の校

らす同級生もたくさんいたの

るよう、尽力して参ります。

思います。 自ら動けば、 可

は行われた。 これから新し

（中庭）にある日新鐘をチャ

足の男子の距離を ㌔から

て い く ので 、 こ れ と い う も

はじめまして、甲府第一高

イムの代わりに使っていまし

写真撮影を行った。（近藤）

た。

10

しい仲間と協力し、競

の決意やクラスの決意などの

大きな夢を持ち、その

その後、平嶋育造ＰＴＡ会

16

校歌披露が行われた。

26

25

４月 入学式（８）対面式（９）応援練習（15～16）
５月 生徒総会（１）県高校総体（７～９）
前期中間試験（26～29）
６月 一高祭（20～21）
７月 球技大会（７）野球応援（未定）
８月 インターハイ・卓球（５～９）
９月 前期期末試験（８～11）
１０月 強行遠足（４～５）
１１月 県芸文祭・グランドステージ（６）
後期中間試験（25～28）
１２月 ２年研修旅行（９～12）
１月 センター試験（17～18）
２月 後期期末試験（26、３/２～４）
３月 卒業式（１）球技大会（13）生徒総会（19）
※（ ）内は日付

等学校、第 代校長として着

私は、今回の異動で、甲府

まで、約 ㌔、夜の佐久甲州

考慮しない、単純な振り分け

最後尾を任されることが多く 、 校受験をした頃は、甲府一高

年までの九年間でした。この

街道を生徒達と共に歩いたこ

でしたので、望み叶わず、甲

一高には三度目の勤務になり

間、三年ずつのサイクルで、

とは、強烈な思い出として残っ

ます。

三回の卒業生を出しました。

ています。
で、県内でも数少ない、上下

舎になって 年が経過した、

府南高校への入学となりした 。 いる多くの皆様と協働し、こ

校舎は建て直す前の古い校舎

履きの区別をしない高校でし

味では、 現在の在校生は、

を覚えています。そういう意

平成 年度に、教頭として一

最初は、昭和 年～平成４

15

生徒自治会長
樋笠 誠智

55

た。また、現在の職員室と視

年間だけ勤務させていただき

20
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聴覚教室 の間のアトリウム
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【新入生代表が上級生に挨拶を行う
（左下が上級生、右上が新入生）】

夢に向けて突き進んで

式では国歌斉唱の後、

33
40

59

亨
赤池
校長

【新入生の誓いを述べる大芝春歩さん】
20

平成２６年４月１１日
第２３５号

「はじめまして・・・」

探求し、山梨ワインや果樹産

果樹産業などの現状と課題を

動、将来的には国外調査も含

義や、学校を離れての調査活

季休業中には大学での集中講

日、高等学校等において、生徒の

社会課題に対する関心と深い教養、コミュニケーション
業などの世界展開の可能性と
まれている。

月

能力、問題解決力等の国際的要素を身に着け、将来国際
課題を関係企業等に提案する

文部科学省は

的に活躍できるグローバルリーダーの育成を図る「スー
ところまで行う。

ＳＧＨの指定で甲府一高全

パーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）」事業の指定校

梨の産業についての講義を受

や山梨県立大学と連携し、山

世界に目をむけ、将来世界で

多くが山梨に根差しながらも

点となって活性化し、生徒の

体がグローバル人材育成の拠

けたり、地元企業にも、講義
もリーダーとして活躍できる

活動では、地元の山梨大学

視点から社会に貢献し、活躍
や調査研究についての指導助

校が選ばれた。

本 校 は 、 「 『 主 体 的に 課
できる人材を育成できるもの

があり、本校を含む

題を解決できる山梨発グロー
ことが期待される。（志村敢）

本校では、「総合的な学習

言を受けたりする。また、夏

て』～大学・企業との連携に
の時間」を拡充した「グロー

と期待される。

よるグローバルな課題の探究
バル探究」という学校設定科

模索してきたことによる。Ｓ

を視点とした学校の活性化を

な っ た の は 、 グ ロ ー バル 化

本校が応募するきっかけと

２、３年次には週１時間の授

夏休み等を利用した集中講義、

定して、１年次は週２時間と

進クラスをＳＧＨクラスと指

年生のみ英語科と普通科の特

目が設けられる。初年度は１

ＧＨの取り組みにより、世界
業が行われる。

３月

から

日の日程

で、今年もオーストラリ

人 が 参加 。姉 妹

ア海外短期留学が行われ、

１ 年生

校のヘンリー高校生と交

流、またオーストラリア

の自然を満喫した。

く使わないよう

にした。できる

だけネイティブ

に溶け込みたかっ

たからだ。簡単

な単語を使い、

文法は少し気に

しただけだった

が、伝えようと

いう気持ちは常

トベルトがひどくもどかし

のが苦痛で、狭い機内とシー

は、いまでもはっきりと覚

相手に伝わった時の嬉しさ

た。そうして自分の意思が

に強く持ってい

かった。

リーだった。初対面という

れたのが私のホストファミ

張もした。それを解いてく

らも、私は不安だった。緊

う思い、ベジマイトのおい

の出会いや、伝えたいとい

オーストラリアの人たちと

大きな、大きな財産を得た。

今回の研修を経て、私は、

年で行われた。今回の球技大

卒業した３年生を除いた２学

深めていた。

がり、各クラスの団結をより

するために作製される。これ

平成 年度後期生徒総会が、 視覚的にも楽しめる一高祭に

来るから規制する必要はない

ナリティを追求することは出

はＴシャツでなくてもオリジ

だ」という意見が出た。理由

活発な意見交換は行われてい

が多く見受けられた。確かに

スと生徒会本部とのやりとり

今回の総会は、特定のクラ

た。

会で決定していくこととなっ

これについても、詳細は評議

もらいたいという理由から。

もらい、より多くの人に見て

各クラスの企画に足を運んで

われる。

（嶋田）

一高祭の細部について話し合

次回の生徒総会は５月１日、

く考える必要があるだろう。

葉の意味を、全員が今一度深

活をしていくこと」という言

生活では見ることができない

にあふれていた。また普段の

の代表選手に送る声援で活気

育館と格技場となり、クラス

種目変更に伴い、会場は体

話し て い た 。

なれて良かっ た」 と喜 びを バレー（２年）…２組

とができ、クラスがひとつに 卓球（１年）…３組

え前にみんなの絆を深めるこ 卓球（２年）…３組

れた。総会では、主に第 回

えている。

「英語でちゃんとコミュ

ことを感じさせない距離が

大会恒例の先生方との交流

に関する規定のうち、デザイ

のではという意見だった。複

たが、より多くのクラスが積

んどの議事が承認された。

ヘンリー高校についてか

ニケーションがとれるだろ

しい食べ方、他にもたくさ

十日間で得たもの

うか」「飛行機は落ちたり

とても心地よかった。いつ

んのことを知り、学んだ。

２年７組 高室笙子

会は、前日の大雨によりグラ

しないだろうか」行きの国

のまにか不安が楽しみに変

仲間の活躍に、歓喜の声があ

ウンドの状態が悪いことから、 試合は、 バスケッ トボー ル

際便にのっていた時、この

忘れられない、最高の十日

後期球技大会が３月 日、

サッカーが卓球に変更され 、 で行われ、先生方の真剣なま

わっていた。

大会の感想を増田光君（当

ンについて多くの意見が出さ

数のクラスから同意見が出さ

極的に意見を出すべきだった

授業では課題探究の題材と

二つの不安が大きかった。

時１年） は「 クラスみ んな

れた。生徒会本部の提案は、

れ、最終的に評議会で再度検

よるＳＴＡＰ細胞の論文が

子研究ユニットリーダーに

理化学研究所の小保方晴

に今後の再生医療の礎とな

製方法が簡単であり、まさ

た多能性細胞に比べて、作

ある。これまでに発表され

貼りした「改ざん」と報告

う一つの画像は画像を切り

を使った「ねつ造」で、も

像の一つは違う実験の画像

先日、問題となっている画

本当に存在するのか。メディ

果たしてＳＴＡＰ細胞は

した。

単純な間違いだったと主張

持って行ったことではなく、

バレー（１年）…２組

世間を騒がしている。発表

り得る発表であった。

（ 志村敢）

当初は、現代医療の発展に

アの情報だけではどう判断

作製できないことから論文

たちが追試実験を試みたが 、

方さんは謝罪をした上で、

９日に会見を行った。小保

んは不服申立書を提出し、

それに対して、小保方さ

細胞の存在を明らかにして

も、研究を深め、ＳＴＡＰ

む多くの患者さんのために

とを望む。また難病に苦し

たのか、更に検証されるこ

した。

われるいわくつきの論文と

の真偽が浮上、さらに論文

ＳＴＡＰ細胞は確かに存在

しかし、幾人かの研究者

して良いの

か、わから

ない。なぜ

このような

なってしまった。

内の画像が他の論文の画像

平成 年度、新聞部は部員

４人でのスタートとなった。

昨年度の反省を生かし、よ

り良い新聞を作るように部員

全員が一丸となり、各自の持

つ力を集結して頑張りたいと

思う。また、新しい試みもし

ていく予定なので、是非期待

していてほしい。

部員数がかなり少ないので、

常に部員募集中。少しでも興

志村 敢人

近藤 久美子

嶋田 遥

志村 佳太

〈 甲一新聞部員〉

存である。

うため、日々努力していく所

をより多くの人に知ってもら

そして、新聞作りの楽しさ

室を訪れてもらいたい。

場所である北館４階化学実験

味のある人は、新聞部の活動

間だった。

なざしや珍プレーで会場がわ

の３種目、クラス対抗の学年

クラスのオリジナリティを生

討することとなった。

貢献する研究として、とて
も高い評価
を受けてい
た。しかし、
今 は捏 造 、

ＳＴＡＰ細胞は、哺乳類

と酷似していることで問題

ことが起こっ

の体細胞に外部からの刺激

改ざんが疑

を与えることで多能性を持

（志村佳）

欲しい。

英和・和英辞書はなるべ

男 女 バ ス ケ ッ ト ボー ル 、 女

れは「クラス企画スタンプラ

別トーナメント形式で行われ

それゆえ、じっとしている

いた。

リー」というものだ。これは、 りが強い自覚を持ち、学校生

【優勝クラス結果】

一高祭について提案され、活

かすため、はっぴ、つなぎ等

た。

発な議論が交わされた。ほと

は禁止とし、Ｔシャツのみに

のではなかろうか。樋笠誠智

で応援することでいい思い出 バスケット（２年）…５組

議事の中で特に意見が多かっ

また、企画・展示部門から

となっ た。 また、 クラス替 バスケット（１年）…６組

たのは、クラスＴシャツにつ

限るというものである。これ

67

３月 日、本校体育館で行わ

いて。Ｔシャツは一高祭にお

生徒自治会長の「生徒自治会

課題を解決する機会を多く設

22

新しい試みが提案された。そ

して、日本、世界のワインや

13

子 バ レ ー ボ ー ル 、 男子 卓 球

【ゴールポストでの激しい攻防】

に対し「選択肢を増やすべき

定することで、グローバルな

の人々と関わり持ちながら、

Ｈに指定された。

～」という構想名を基にＳＧ

バルリーダーの育成を目指し

を発表した。指定校には全国からおよそ２５０校の応募

28
56

20

3

いてクラスの団結力を高め、

の自治とは、つまり一人ひと

14

になった。理化学研究所は 、 し、画像については悪意を

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

男子テニス部主将の小倉正寛君が全国
選抜高校テニス大会の開会式（福岡市、
つようになった万能細胞で

〈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
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【ホストファミリーと高室さん】

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。

自然科学部と新聞部で
は、ベルマークを集め
ています。コモンスペー
スに回収箱が置いてあります。
皆さん、ご協力をお願いします。

３月21日）で、出場96チームを代表して、
堂々と選手宣誓を行った（＝写真）。

部説

ベルマークで
被災地支援を
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平成２６年４月１１日
第２３５号

