いて、点数配分の得点を低く

が異なるので、不公平だ」 、 なった。総会後の評議会にお
３年６組からは「内容は見な

一高祭まであと１カ月。い

することで承認された。

なることも考えられる」とい
よいよ本格的な準備が始まっ

いで、スタンプを押すだけに

う意見が出され、再度点数配
ていく。

（嶋田）

分について検討されることと

もおもしろくて日本に

体験ができて面白かっ

３月 日より放送

━ 研修旅行の思い出

ラ）「花子とアン」

続テレビ小説（朝ド

が始まったＮＨＫ連

「沖縄はきれいで驚

が今月９日、番組最

た」

いた。ガラス館や動物

高視聴率である ・

興味をもったから」

「研修旅行で沖縄に

園、パイナップルパー

６％（関東地区・ビデオリサー

━ 一高での一番の思

行って、友達と写真を

クに行ったことがとて

チ調べ）を記録した。また、

い出は

たくさん撮ったこと」

━ 一高での部活動は も楽しかった。ルーム

週間平均視聴率は６週間連続

ＥＳＳ部の４つの部に

聴率を記録した「ごちそうさ

「ジャニーズショッ

治・大正・昭和にわたる波瀾

訳した主人公・村岡花子の明

は、「赤毛のアン」などを翻

家庭部では日本の料理

プに行きたい。世界史

万丈の半生を描くフィクショ

たいか

━ 残りの期間で何がし ん」を上回る人気だ▼ドラマ

しかった」

で ％台を超え、前作で高視

メイトからブレスレッ

「応援団吹奏楽部、
交 換留 学生 と して 、 昨

所属している。 ＥＳＳ

バスケット部、家庭部 、 トをもらっ たことが嬉
年８月から一高に来てい

では花見をしたこと、

ロー タリ ー クラ ブの

る ミラ ンダ ・ ホー ルさ

を作ったこと、吹奏楽

が好きなので広島や長

ンストーリー。花子は甲府の

ん 。 アメ リ カ合 衆 国出

は新潟へ行っ たことや

崎などの記念資料館に

年度前期生徒総会が５月１日、 本校体育館で行われた。 総会では今年度の生徒

芸文祭に参加したこと

平成

活動で活躍しているミラ

一高祭については多くの意見が出された。

歳。 ３年７

会で、２年４組から出された

組 に所 属し 、 多 く の部

身で 現在

既存のユニフォーム及びそれ

会予算と第

一高祭については、最初に

は「こぴっと」「…じゃん」

出身であるため、ドラマ内で

東京ディズニーランド

「ずら」といった甲州弁が頻

行って歴史を学びたい。

━ 強行遠足の感想

に行きたい（アナと雪

出し、これらが視聴者に「可

が楽しかった」

「山登りは少し苦手

の女王が好き）。アメ

ンダさんに一高での生活

で体育での練習はきつ

愛い」と評判だ▼甲州弁とい

「Ｂｅ ｆｉｒｓｔ！（ビー

次に各部門について提案さ

「 小学生 の時 、 アメ

リカには学園祭がない

えば「ブサイク」。数年前、

をまねたもの、購入後のペイ

シャツについて、提案された。 一律１５００円を上限とし、
れたが、新企画の「クラス企

㌔でゴール

から一高祭が楽しみ」

と応援歌の収録されているＣ

終えた後、自分で希望し一高

輩が怖くて驚いた。１日目を

会など、多くの方々の協力で、

生徒自治会執行部、応援委員

また、 応援団は「 先生や

かった。

したことは悲しかった

日本テレビのトークバラエティ
の両日、 応援団、 生徒自治

Ｄが事前に配布され、すべて

に入っ たのに、 なぜ選んだ

応援練習を成功させることが

先送りになっていたクラス

という意見が出され、結局再

た。

Ｔシャツについては評議会で

プラリー投票点については、

生になるための自覚を持たせ

サイクな方言ワースト１」に

選出され一躍有名になった。

しかし、若者を中心とする甲

州弁離れによって、忘れられ

ている甲州弁も数多くある▼

甲州弁に限らず、一高にもそ

んな言葉がある。それは「校

友会」である。校友会とは、

部や同好会の総称として本校

で受け継がれてきた名称だ。

野球 部の ダン スを まじ えた

吹奏楽部１年生、応援団、

じた。一高はすごいと思った」

とのある曲を聞いて迫力を感

君は「自分たちが演奏したこ

ろ、甲府工業高校の山下純矢

校では「主体的に課題を解決

カ月が経とうとしている。本

の指定校に選ばれてから約２

ルハイスクー ル（ ＳＧＨ）

本校がスー パー グロー バ

された課題について調べ、ま

行われ、 グルー プごと に出

課題研究・発表の繰り返しで

ＳＧＨの授業では基本的に

が行われている。

ロー バル探究」 という 授業

会社サドヤ、県立宝石美術専

プごとに作成した。

マでまとめた壁新聞をグルー

業の海外展開」 というテー

会が行われ、 「 山梨の製 造

基礎」 とい っ た内容の講 演

していきたい」 と語っ た。

ら世界に発信できるＳＧＨに

回学んだことをもとに山梨か

であることを再認識した。今

て世界に発信できる山梨の宝

て い た が 、 企 業 訪問 に よ っ

とって身近なものだとは知っ

「ワインと宝石は山梨県民に

服部廉太郎君（ １年） は

Ｓ Ｇ Ｈ の リ ー ダー で あ る

がある。校風を受け継いでい

現実など、伝統に対する偏り

生徒必携の規定とズレのある

らず、忘れられている言葉や、

が強くある。それにもかかわ

服など、伝統を重んじる校風

習、また昔から変わらない制

本校には、強行遠足や応援練

の４つの局に分かれている▼

直属、外局、文化局、体育局

そして、この校友会が、本部

演奏会には、約１５

「ファッションモンスター 」

と、韮崎高校の高野洋輝君は

できる山梨発グローバルリー

とめた内容を発表する。今ま

くためにも、もう一度「一高

（ １年） は「 普段優しい先

「月曜から夜ふかし」で「ブ

（聞き手・神取）

３月に行われた後期生徒総会

クラスごと話し合って決定す

━ 日本に来た理由

後期生徒総会で承認された下

リカで色んな国の人とし
た キャ ンプ で、 日 本に

画スタンプラリー」について
意見が出された。スタンプラ

ることとなった。
まだ決まっていなかった一

リーは多くの人たちにクラス

校時間延長は、職員会議の結
果、平日及び休日の時間延長
高祭のテーマは本部によって

ということで考え出された。

会執行部、応援委員の指導の

の歌を応援練習までに覚えて

のかと後悔した。この苦しみ

できた。 団員が少なく、 来

ついて学んだことがとて

は認められず、その代わり、

「 最後まで青春たっ ぷり」

一般の来校者には受付でスタ

下、 本校体育館で 行われた

く るこ と に な っ て い る 。 し

は人生で言えば序の口だろう

年は応援練習を行うことがで

一年 生 に は 、 歌 詞 カ ー ド

企画に足を運んでもらいたい

と３年７組の「そうだ一高、

ンプシートが渡され、スタン

（ ＝ 写 真 ） 。 短 期 間で 校 歌

か し、 応 援 練 習 中 、 歌 詞 を

けど、一高で始まる３年間に

、

絞られたテーマ、２年５組の

行こう」が提案されたが、３

プ数に応じてくじに応募でき

をはじめ応援歌、応援の形を

覚えていなかった生徒など、

きるか分からないが、ぜひ応

した応援練習が４月

学園祭期間中の６月 、 、

業になり、放課後の活動時間

年７ 組 よ り 「 既 存 の キ ャ ッ

るというものだ。この件につ

身につけるとともに、中学生

あるだろう苦しみはなんでも

日の３日間が、５分短縮授

が 分間確保されることになっ

チフレーズに似せた物である」

いては承認されたが、スタン

ほとんどの１年生は上級生か

度検討することとなった。テー

３年７組から「クラスの人数

スペシャルゲストとして出演

指導を受けた深沢智恵さん

の意識を取り払い、真の一高

話し合った結果、デザインは

マについては、総会後の評議

などのジャズステージ、３部

した。この演奏会で引退する

００人が来場し、開

や今年のコンクールの課題曲

「１曲１曲、手を抜くことな

ダー の育成を目指して」 と

の伝統」について考えてみた

（志村敢）

援団に入っ てもらい、 伝統

回応援団吹奏

は「 Ｓｉｎｇ Ｓｉｎｇ Ｓ

３年生の引退式も行われた。

場後すぐに席が埋まっ

である「最果ての城のゼビア」

く演奏していて、さすが一高

今後、夏季休業前までに講

謝している」と感想を話した。 語った。

乗り越えられると思えた。今

Ｔシャ ツかポロシャ ツで、

楽部定期演奏会が５

ｉｎｇ」などのポピュラース

てしまうほどの盛況

など様々なジャンルの曲が披

だと思った。韮崎高校の定期

門学校、山梨ジュエリーミュー

第

月３日、 コラニー文

ぶりであった。

露された。演奏中にソロが入

でに「山梨の機械電子産業の

梨の地場産業である水晶宝飾

等、地場産業についての講話

行われる予定だ。 （増坪）

いと思う。

来場者に感想を聞いたとこ

演奏会は３部構成

ると会場から演奏者の名前が

いうテー マの下、 １学年の

演会が２回、企業訪問が１回、

化ホールで行われた。 テージとなっていた。

で、１部が「 ピエト

演奏会にはジャズステージは

ジアムを訪問し、企業の実態
が指定され、 週２時間「 グ

日には、 株式
ロ・モンタージュ 」

呼ばれ盛り上がりを見せた。

海 外 展 開 につ い て 」 、 「 山
（志村佳）

また５月

などのクラシックス

英語科と普通科の特進クラス
話していた。

（志村敢）

なく、とても新鮮だった」と

を受けた（＝写真）。

が、アメリカにはない

について聞いた。

回一高祭について話し合われた。 生徒会予算案は拍手をもっ て承認され、

24

ファースト）」に決定。

ることが目的とされている。

31

ントも禁止となった。金額は

入学直後の１年生を対象と

17
ら厳しい指導を受けた。

18

を繋いでいっ て欲しい」 と

16

20

67

21

を受けて、下校時間延長とＴ

26

は厳しく指導した先輩方に感

16
周年という

ことで本校３年の宮本聖君が

16

30

19

15

また、 今回は

55

テージ、２部が「Ｓ

【第２部でジャズを演奏する吹奏楽部員】

ｅｐｔｅｍｂｅｒ」
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地震、火災の緊急時を想定した防災訓練が本校では年に２回行われ、
災害発生時の行動や避難経路の確認が行われる。昨年は起震車を使い、
生徒対象に地震の体験も行われた。
ところで、皆さんは教室に貼ってある避難経路図をじっくり見たこと
があるだろうか。今回、新聞部では独自に避難経路について調査してみ
た。

人 で 、 過半

数を上回る結果となっ た。

らなかっ たが

げな女子生徒を見かけるよ

夏服期間が始まり、 涼し

のが、 避難袋である。 上階

特につりスカートに開襟シャ

として覚えておいて欲しいも

度で、段数は１階を

年に紺

人が最適。傾斜は東階段と同
じ約

うになっ た。 平成

かによっ て、 経路が変わっ

心から東西のどちら側にいる

避難経路は自分が校舎の中

で幅の広い階段になっていて、 幅の広い階段は安全に避難す

が左右にあり、踊り場を挟ん

おり、東階段と同じ幅の階段

西階段は誰もが知ってのと

階に比べて広くなっている 。

階から１階への踊り場は他の

るような構造だ。 また、 ２

補強されているが、中庭側は

下の教室側は所々大きな柱で

次に注目したのが廊下。廊

から外に出る場合、生徒昇降

構造を理解しているだろうか。

皆さんはどれくらい校舎の

の人が早く出ることができる。 年４組に設置されている。

口が利用できるのでたくさん

特に入学したばかりの１年生

棟４階の１年４組と３階の２

北館５階の地学講義室、教室

言でない制服、 特に夏服に

決め手となるといっ ても過

となる。 今回、 高校受験の

ンが導入されてから５年目

ポロシャ ツの夏服オプショ

またはグレー のスカー トと

３つ。 夏服には、 オプショ

好きか（ 複数回答可） 」 の

きかについてもグレー が

人 であ っ た 。 どの 夏 服 が好

が

いては、 グレー のスカー ト

またスカー トの購入につ

人、 紺のスカー トが

なかっ たが、 緊急時に廊下

本大震災では校舎内の破損は

きな柱は見当たらない。東日

アルミ枠の窓がほとんどで大

日頃から校舎の構造をよく理

はいつ起こるかわからない。

う。 しかし、 想定外の災害

るのかもまだ分からないだろ

はどこにどのような教室があ

カー トを購入したか（ 複数

知っているか」 、「 どのス

の着方が４種類あることを

アンケー ト内容は「 夏服

人にアンケートを行った。

ついて、 １年生女子１００

着方が４種類あることを知

結果は次の通り。 夏服の

トにネクタイを着用しない

スとネクタイ、 つりスカー

カー トに校章入りのブラウ

ンスカー ト２種類とつりス

同じ結果であった。

人、紺が

カレーを注文すると１ポイン

調味料や冷凍食品は使われず、

太君（ ３年） は「 教室と同

いつも利用している飯田翔

学食のコンセプトを原田さ

間として学食を利用して欲し

れたが、登下校時の自転車

応じた判断や相手の立場に

するのではなく、その場に

自分の運転や判断を正当化

た女性（

）が「散歩に出

は自宅で婚約者と口論になっ

路状況が悪いからといって 、 知っているだろうか。それ

こと、携帯電話に夢中で周

その歩行者の性別がわかる

らば、携帯電話が放つ光で

らの歩行は危険だ。なぜな

る」と言って徒歩で外出。

運転手が徐行しているつも

自転車は車両に分類され、

は携帯電話を使用しながら

改善すべき点がある。それ

だけではない。 歩行者にも

りが少なく暗い。この場所

性の自宅周辺は街灯や人通

行方不明になっている。女

通学して欲しい。 （近藤）

まれる。より安全を心掛け

衝突など新たな危険性が生

となり、歩行者と自転車の

と婚約者の携帯電話にかけ 、 「ながら歩行」は注意散漫

人と購入状況と

を通る際はなるべく教室側を

解し、臨機応変に行動できる

回答可） 」、 「 どの夏服が

ム、 ケー キなど、 様々なメ

トがつき、

食事を作っ てくれている

手作りを心がけ、地産地消や

じようにくつろげるのがいい。 栄養バランスが良い。また 、

んは「生徒や先生の憩いの時
べるが、学食に来れば他の先

い。 一言で言うと『 ＰＬＥ

交通ルールは、どれだけ守

囲が見えなくなってしまう

て、 事件に

巻き込まれ

る危険性も

ある。

りでも、歩行者にとっては

の「ながら歩行」だ。今月

での携帯電話を使用しなが

人に「 女子の夏服で好

番外 編 と して 、 １ 年生 男

人で圧倒的だっ た。

グレー のス

カー トは女

子、 男子の

両方 から 人

気を集め、

夏服 の主 流

とな りそ う

作る私たちにも楽しい時間で

ずである。眠い目をこすりな

現において、大いに役立つは

だ。（増坪）

あるようにしたい」 と思い

が、最善を尽くしたいものだ。

みんな、テスト勉強、頑張

ない生徒や先生方、 ぜひお

〈 甲一新聞部員〉

志村佳太

ろう。

てみてはいかかでしょうか。

神取茜音

増坪玖実

志村敢人

近藤久美子

嶋田 遥

い。そうしたことが、進路実

と自分の力になるようにした

のテストを大切にし、きちん

間テストが始まる。一回一回

月曜日からいよいよ前期中

人も多いだろう。

本格的に受験モードに入った

３年生は、部活動が終わり、

覚が出てきたと思う。そして

れ、２年生は先輩としての自

１年生は高校という環境に慣

も２カ月が経とうとしている。

新学期になってから、早く

（志村佳）

昼のひとときを学食で過ごし

まだ学食を使っ たことが

を語ってくれた。

トが

たところ、 グレーのスカー

開襟シャ ツの４種類がある。 きなのは」 という質問をし

子

移動した方がより良いのでは

ように準備しておく必要があ

ないか。

校舎東の日新館１階にある

ニュ ー が出されている。 そ

イスクリームが１個もらえる。

（志村佳）

学食。ジャズが流れる、ゆっ

の中で生徒に人気があるのは

有効期限は一高卒業までとなっ

る。

たりとした空間で、 生徒だ

カ レ ー ラ イス 、 麻 婆 丼 、 豚

ているので、１年生も早く利

また、災害時の非常設備品

けではなく、 先生方も食事

丼など。先生方は日替わり定

用して欲しい。

の が 、 原 田芳 江 さ ん（ ＝ 写

旬の食材をバランスよく食べ

また料理がすべて温かくて 、 先生方は昼食を各自の机で食

ポイントでア

をしながらお昼のひとときを

食が一番人気。料理には化学

真） 、 山地成子さん、 溝口

られるように献立にも配慮さ

楽しんでいる。

ツの知名度が低かった。

てくる。ここで注目したいの
るには４人、幅の狭い方は２

でも階段の幅や傾斜が異なっ
ている。果たして実際はどう
だろうか。
東階段は３人がぴったり横
に並べるほどの幅はあるが、
安全に避難するためには２人

段 。 意 外に

が最適。 階段の傾斜は約
度 で、 段 数は
緩やかで、降りやすい。階段
を降りたところの踊り場は３
人ぐらいが通るのに丁度良い。
校舎から外に出る場合は、保
健室隣と放送室隣の出入口か
らで、２人通れるかどうかで
ある。

美和さんの３人。 学食が始

美味しい」 と話した。 また

生方と会話をしながら食べる

れている。

河西秀章先生と奥山一秀教頭

ＡＳＵＲＥ

年４月

また、利用する生徒からの

先生は「とにかく美味しい 。 ことができるのがいい」と話

まっ たのは、 平成

からで、 当時の校長先生か

要望で今年からポイントカー

学食を訪れてくれる方にも、

られているだろうか。自転

なって行動する必要がある 。 女性は友人とＬＩＮＥでメッ

ＴＩＭＥ』 。

ら原田さんが話をいただいた

ドが導入された。定食、丼 、 また野菜なども入っていて 、 した。

車走行において、本校周辺

ところで、登下校時の交

こと。このように「ながら

の車道は狭く、車と接触す
る恐れがあ
るため歩道
を走る。そ
の時、歩行
者に十分な

スピー ドが出ていて危険だ

４日、札幌で起きた事件を

夜 に限 ら ず 、 昼 間 で も

と思われることもある。道

「警察に連絡して欲しい」

歩行」によっ

セージのやり取りした後、

先日交通安全教室が行わ

のがきっ かけ。 学食では、
日替わり丼、日替わり定食、
カレーライス、アイスクリー

96

50

が若干異なる。また、見た目

ちょうど東階段が２つ存在す

除いた他の階は

から外へ逃げる際に使う袋で、

69

段。 校舎

【イラスト：中山志穂さん（１年）】

が階段。東側と西側では構造

22

33
配慮ができているだろうか 。 通ルールは、自転車の問題

25

96

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

10

13

〈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

【上が東階段、下が西階段】

13

11

部説

33
【１階の避難経路図（矢印が避難順路）】

47

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。
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