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日から８月

日の期間、各地で行われた。本校からはアー チェ

山梨県を含めた南関東（ あと東京都、 千葉県、 神奈川県） で行われた全国高校総体（ 南
関東インターハイ）が７月
リー 部男女、 山岳部女子、 テニス部男子が参加し、 夏の暑さにも負けない熱戦を繰り広げ
た。 なかでもアー チェ リー 部は、 長田來土君（ １年） が準優勝、 小林千尋さん（ ２年） が

いう気持ちが強いので、さら

８位という素晴らしい結果を収めた。

君が準優勝、小林千尋さんが
に練習で自分を鍛えて実力を
つけたい

て、勝利した。準々決勝では、

野綾香選手（３年）と対戦し

優勝した、甲府城西高校の小

戦では、今大会の女子団体で

位で通過。決勝ラウンド１回

が出場し、小林さんは予選

女子の個人戦には２１８人

と抱負を語った。
｣

８位に入賞した。
男子の個人戦には２３０人
が出場し、長田君は予選を
位で通過。決勝ラウンド１回
戦は予選５位の選手と対戦、
２回戦は１ポイント差での勝
利と厳しい場面もあったが、
決勝に進出した。決勝は熱戦
を繰り広げたが、風が強く難

アー チェ リー 競技は８月
したので、決勝では必ず取り

田君は「予選で大きなミスを

女子個人で優勝した柏陵高校

１日から４日、千葉県市原市

戻そうと思った。初めてのイ

しい試合となり惜敗した。長

のゼットエーオリプリスタジ

ンターハイで良い結果を残す

（福岡）の小林加奈選手と対

アムで団体戦、個人戦が行わ

ことができて、嬉しかった 。 できた。このような大きな大

日にかけて、神奈川県箱根町

これからも目標を持って記録

ターハイでの経験を活かし、

のでとても嬉しかった。イン

毎年違う課題が出てきてイン

ていきたい」と喜びを語った。 たので、嬉しく思う。しかし

会や試合に向け、練習を重ね

ターハイの壁は高く険しいと

りも得点を上げることができ

去年の課題を克服し、昨年よ

位には到達できなかったが、

て、 誇りに思う。 狙っ た順

たが、勝つことができず悔し

坂君は「力の全てを出し切っ

に１回戦敗退に終わった。保

はダブルス、シングルスとも

ングルスにも出場した。結果

年）ペアが、また権太君はシ

（ ３年） ・権太圭吾君（ ２

れ、 ダブ ルスに保 坂亮吾 君

登山競技は８月８日から

の箱根山塊（金時山、三国山、 感じた。後輩たちには今年の

かった。しかし入学した時か

８日にかけて、東京都江東区

テニス競技は８月５日から

た」と語った。

成することができて、嬉しかっ

してきたので、その思いを達

現在西アフリカを

中心にエボラ出血熱

が流行している。エ

ボラ出血熱は、発熱

や頭痛、嘔吐、下痢

や出血などの症状を

伴う急性熱性疾患だ。致死率

は ％を超え、人類が発見し

たウイルスの中で最も危険な

月、ギニ

ウイルスの一つと言われる▼

今回の流行は昨年

アで男児が感染したことを皮

大役を果たした。 中山君は

うことで歓迎の言葉を述べる

山君が卓球分科会の代表とい

係や駐車場係として猛暑の中、

ンティ ア委員は、 弁当配布

い、 生徒自治会役員やボラ

卓球部員が試合の副審判を行

卓球会場ではこのほか、

喜びを語った。

にも活かしていきたい」 と

できた。 今回の経験を将来

大会として成功させることが

それぞれの個性がこもっ た

出となっ たことだろう。

と夏の忘れられない良き思い

高校生たちにとっ ても、 ひ

こ の 大 会 に 関わ っ た 多 く の

に参加した選手はもちろん、

の力で、 幕を閉じた。 大会

２０１４」 は多くの高校生

「 煌めく青春

体液と直接接触した場合のみ

出血熱は、患者の血液などの

急事態」と宣言した▼エボラ

懸念される公衆の保健上の緊

１４００人を超え「国際的に

ことによる。ＷＨＯは死者が

さらに多くの人々に感染した

感染し、それらの人を介して

切りに家族、葬儀の参列者に

「し烈な戦いを勝ち抜いてき

暑さに負けず頑張っていた 。

（増坪）

の有明テニスの森公園で行わ

してもらいたい」と語った 。 ら全国大会出場を目標に努力

課題を来年に活かし、練習を

神山）で行われ、山岳部女子
は ・４点で 位という結果
であった。部長の一瀬智加さ
ん（ ３年） は「 ３年間、 イ
ンターハイに出ることができ

た選手に、歓迎の気持ちを伝

また、 他競技会場でも陸

南関東総体

えたかった。山梨を味わい、

上部員とサッ カー 部員が競

まり、患者の体液が付着した

箇所を確実に消毒すれば感染

を防止することができる。し

かし感染が拡大した国の多く

は、医療施設やエボラ出血熱

特な雰囲気の中、 選手の緊

「 インター ハイという独

他人事の話しではない。 現時

だと思われがちな日本だが、

十分だった▼公衆衛生が万全

への対策などの公衆衛生が不

張が一球一球に感じられた。

点では、国内でエボラ出血熱

年ぶりにデン

後輩たちにはこの大会で学ん

日、国内で

は確認されていないが、 先月

グ熱の感染が確認された▼デ

ング熱は蚊が媒介して感染し、

主に熱帯地域で見られる病気。

「 明るく笑顔で対応するこ

ルスを保有した蚊に刺されて

かの手段によっ てデングウイ

海外渡航歴がないため、 何ら

感染が確認された患者たちは

とを心がけた。 多くの方々

感染した▼今後もこのように、

公衆衛生の「穴場」から新た

「 暑い中で１日中立ち続け

に完璧というものはない。そ

は十分考えられる。公衆衛生

な病気が侵入してくる可能性

て誘導をするのは大変だ っ

のことを各自が理解し、 いつ

（志村）

もと違う症状がある時は医療

機関の受診を。

たが、 多くの人と接し関わ

となった」

りをもつことができ良い経験

篠原隆紘君（１年）

◆駐車場係

と接することができた」

佐久間詩穂さん（１年）

渡邉萌絵さん（１年）

◆弁当配布係

習に活かしてほしい」

だことを参考に、 今後の練

梶原竜典君（３年）

感染、空気感染はしない。つ

楽しんでほしいという気持ち

技の運営補助を行い、 放送

反省点もある

（志村）

を大切にして挨拶した」と感

部員がサッ カー 会場でアナ

することができて良かった」

し、卓球分科会の代表に選ば

が、 一つひと

◆副審判員

想を述べた。 また、 ２年近
発揮した。 大会期間中、 多

「 普段使い慣れない沖縄の

ウンスを担当した。 放送部

南関東インターハイの卓球

くの高校生が競技・運営で大

か っ た 。 イ ンタ ー ハ イ と い

選手の名前をアナウンスする

てもらえるか試行錯誤しなが

と語った。

は違っ たアナウンスを経験
大会を成功させるために設

らの活動だっ たが、 今思え

てきた。 どうやっ たら知っ

立された生徒実践委員会は平

れた。生徒実践委員会は大会

つの活動が充

南関東４都県 で行われた

ばあっ という間。 高校生が

年

月に県内高校（公

成

一丸となっ て

手に気持ちが

校の代表で構成された。 お迎えし、 選

立・私立）および特別支援学
校

本校からは、 中山一聖君

までに、県内各地でのティ ッ

実していたの

届けられた。

シュペーパー配布やポスター・

で後悔はない。

（ ３年、 当時１年） が参加

学校新聞などをとおして、積

４都県での共

てだっ たが、

同開催は初め

極的に大会のＰＲ活動を行っ
てきた。

【学校対抗男子決勝、
選手たちの気迫が伝わってくる
（青森山田高 対 愛工大名電高）】
い生徒実践委員会の活動を振

競技が８月４日から９日、小

会を支え、無事成功に終わっ

う最高の舞台を知ってもらう

奏から学んだことを参考に

の笹本詩乃さん（ ２年） は
瀬スポーツ公園武道館および

た。生徒実践委員会の卓球競

のが難しかっ た。 いつもと

合唱団の一員として演奏し

して、 自分たちの演奏のレ

り返り「無事に終えられて良

体育館で行われ、全国１８５

ことに重点を置いて活動をし

総文祭は文化部のインター

た。 合同合唱団は昨年度の

ベルアッ プにつなげていき

の一高生が協力した。

校、選手９９５人が参加し 、 技担当校であることから多く

12

今までの練習の成果を存分に

歌えた。 部として初めての

内の絆を深める良い機会に

出場ということもあり、 部
日、 部となっ て初めての出場を

もなっ た。 他県の学校の演

このうちア・カペラ部は

た。

会で入賞したことがなかった

ができ、普段どおりの試合が

｢

は 予選は平常心を保つこと

戦し、涙をのんだ。小林さん

れた。男子団体戦は予選で敗

回全国高等学校総合

しかし優勝してみたかったと

第

日から

文化祭「 いばらき総文２０
１４」が７月

名の山梨県合同

ハイとも呼ばれ、 県大会を

県芸術文化祭で芸術文化祭

決め、 約

勝ち抜いた高校生が全国か

滋賀びわこ総文」 の県

来年度の総文祭「 ２０１

たい」と抱負を語った。

腕アトム」 と「 星のふるさ

祭まであと２カ月、 各部の

大会である県高校芸術文化

５

賞及び優秀賞を受賞した高

放送部、 新聞部の４部が出

と」の２曲を披露した。

カペラ部、応援団吹奏楽部 、 校を中心に編成され、 「 鉄

場した。 各部ともに全国の
高校生たちと日頃の文化活

取り組みがいよいよ始まる。

部長の三井優佳さん（ ２
動や成果の発表をとおして ， 年） は「 最初、会場で緊張

大会初日の開会式では、中

12
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（志村）
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長田 來土君
小林 千尋さん

写真提供：
(株)フォトライフ

退したが、個人戦で長田來土

【合唱部門の様子】

今年の日新基金プロジェクト（同窓会が生徒自身の考えた企画に経済
的な支援を行う）に選ばれた企画「はじめまして、先輩！」が８月７、
８の両日、東京都内で行われ、ＳＧＨクラスの１年６組の５人、１年７
組の８人、放送部１年生６人が、世界的に活躍されている一高の先輩方
のもとを訪れた。訪問先は本校同窓生が社長や副社長を務めている日本
テレビ、三菱ケミカルホールディングス、三井住友銀行、熊谷組と大手
企業ばかりである。一高の先輩方と対談、会社内部やテレビ番組や建築

助してくださった多くの先輩

としてより一層頑張りたい」
と話していた。
参加し た他 のメ ンバー は
「今回、先輩方に言われたこ
とを意識していきたい」「一
高を卒業された先輩は立派な
人が多かった」「どの先輩方
も強行遠足が心に残っている
と言っていたので、自分も初

一高には、 今回訪問し た先

（ 昭和

年卒 ） など 、 あ げ

「Ｍｉｓｓ Ｓａｉｇｏｎ」

果ての城のゼビア」と自由曲

「カナダ」

━ 出身国は

所へ行きたい。特に、

と、日本のいろいろな

を演奏し、３年連続で金賞を

沖縄の方言に興味があ

きれない。 今回の訪問は 一つ

受賞、 第

━ 住んでいる所

輩方以外にも、 たくさん の先
の例だが、 今後も多くの 先輩

る」

方の貴重な体験 談を聞く機 会

「甲府で一人暮らし

輩方がいろんな 分野で活躍 さ

「チーズ。日本の食

回西関東吹奏楽

れている。 サンリオの辻 信太

コンクールへの出場を決めた。

━ ＡＬＴになった理由

━ 好きな食べ物

があると、 高校生活をす る上

Ｃの部は同じく課題曲「最果

べ物はたこ焼き、お好

をしている」

での大きな参考になるだろう。

み焼き、から揚げ、寿

郎代 表 取 締 役 社 長 （ 昭 和
年卒） 、 国際通貨基金副専務

「先生になりたかっ

いＡ ＬＴ の ビー 先生 が

赴任 。 日 本に 来 たば か

「 コンビニの おにぎ

「トトロ、ピカチュー、

━ 好きなキャラクター

楽しい」

りを買って食べたら、

キティちゃん、セーラー

とやカナダとの違い

━ 日本に来て困ったこ いしくて食べることが

司。日本食は本当にお

たのと、別の国の人と

だ未熟な演奏なので、西関東

りの ビー 先生 に 日本 や

ムーンのタキシー ド仮

━ 一高の印象

━ 一高生へメッセージ

具が梅干ですっぱくて

「先生がとても親切

「間違えることを恐

食べられなかった」

英語科の野澤俊英先生に

で、生徒がよく頑張っ

れず、 たくさん英語で

━ 家族構成

「父、母、２人の妹、

弟、 私 の ６人 家 族で 犬

━ 今、興味があること

い」

ることを心がけてほし

席を移動するワールドカフェ

つ美さんは「 小布施町では

研修の感想を７組の武藤な

今後の企業講話 などで、 地場

克服するヒントが見つかった。

き、 山梨の地場産業の 課題を

（増坪）

とが多い。また、依存性が

危険性が明らかではないこ

い。 薬は危

はない。一高新聞は 年近い

思われがだが、実際はそうで

新聞は地味で古いものだと

ることができた。

険なものだ

伝統を持ち、厳格な形式を保

神取茜音

増坪玖実

志村敢人

〈甲一新聞部員〉

ています。

を大募集。化学講義室で待っ

新聞製作に携わってくれる人

つ、４コマだけなど、気軽に

新聞部では、月に記事を一

それが新聞作りの醍醐味。

い影響をもたらしてくれる。

日々の生活に思いがけない良

（聞き手・増坪、神取）

「新しい人にたくさ

研修はぶどうの栽培とワイ

といっ た話し合いの方法を

町おこしのための様々な工夫

い」と語った。

３年生が引退し、今月号が

今の時代、このような情

あり、１回だけで終わらな

と認識しな

ければいけ

ちつつも時代とともに変化し

れる人と人とのつながりは、

ている。これらによって作ら

会に出て活動することも増え

ない。

（増坪）

面。彼は私の初恋の人」

協力していただきインタ

ている。強行遠足で長

話して成長してほしい。

ビューを行った。

距離を歩くことにとて

また毎日笑って生活す

一高の印象などについて、

交流をしたかったから」

ての城のゼビア」を演奏し、

リーナ先生が帰国し、

（ 神取）

部長の中西吹来さん（２年）

優良賞を受賞した。

は「各自が自分の力を出し、
２位で通過できたことを嬉し

校Ａの部とＣの部の２部門に

く思う。今の状態ではまだま
回山梨県吹奏楽コン

夏休 み明 け から 、 新 し

理事を務めてい る篠原尚之 氏

第

を訪問した。訪問先では、会

年卒）、

コンクールでは、部員みんな

クールが８月

口靖社長（昭和

現場等の見学を行った。
この企画は一高の同窓生が

で精一杯頑張りたい」と決意

めての強行遠足を頑張りたい

経営する、グローバルに展開

出場した。 Ａの部は定員が

方、そして先生、協力してく

を述べた。

日、コラニー

社見学も行い、特に日本テレ

している大企業を訪問し、直

文化ホー ルで行われ、 応援

人以下、Ｃの部は

人以

と思った」と感想を語った。

西関東吹奏楽コンクールは

一方で「先輩方の前で一高生

今月６日、コラニー文化ホー

れた友人たちのおかげだと思

ビではニュース「ＺＥＲＯ」

が課題曲と自由曲の２曲、

下で、 演奏する曲はＡの部

Ｃの部は課題曲のみ。 吹奏

（神取）

吹 奏楽 コ ン ク ー ル に は 複

う。一高というつながりの中

接先輩方から一高での思い出

とができなかった」と話して

で生まれた今回の企画に参加
できたことを感謝している。
いた人もいた。

ルで行われる。

団 吹 奏楽 部 が 見 事 、 県 大 会

のスタジオセットなどを、熊

今回の経験を活かし、一高生

布施町を訪問した。
夜の研修では、 付せん紙

━ いつ日本に来たのか

ＳＧＨ（ スー パー グロー

も驚いた」
バルハイスクー ル） の県外

を使っ て話し合いを整理す

ン製造を行っ ている林農園

活用しながら、 今まで行わ

ん、出会えること。あ

（ 塩尻市） 、 長野の地場産

れた企業講話などを振り返り、 がみられ、本当に感動した。

が１匹いる」
の両日、

、

「３週間前」

研修が８月

るＫＪ法や４人から５人の１

ＳＧＨクラスの１年６、 ７

業である寒天食品の製造を行っ

山梨県と長野県の現状を比較

組を対象に長野県で行われた。 グルー プでリー ダー 以外が

ている伊那食品工業の２企業

した。多くの意見が出され 、 体を見ることの大切さを改め

て実感した」 と。 ６組の依

｢

田光正君は 山梨と比較がで

産業を 広い視野 で見てい きた

を見学。 また、 地域活性化

今後の活動に生かせる内容と

一つのことに集中せず 、 全

とグロー バル化を意識した

なった。

１、２年部員３人で作った初

報はインターネット等で、

違法薬物に指定されたとい

る死者や事故が相次いでい

すぐに調べることができ、

ている。先生方や生徒など校

われた。これは全国初の試

めての新聞。今年は山梨県で

ることから、厚生労働省は

興味本位でしたことで、

内での取材のほか、実際に社

う例はいくつもあり、麻薬

それらを危険な薬品を指す

簡単に入手できてしまう。

自分の未来を失ってしまう。

みで近いうちに全国各地の

もインターハイが行われ、定

呼称、「危険ドラッグ」と

「脱法だから危険ではない」

一時の感情に流されず、冷

や覚せい剤よりも怪しく、

名称変更をした。また、８

と間違った認識をしている

静によく考え、判断し、自

店舗でも行われる。

月 日には、東京都内や大

人も少なくはない。しかし

覚を持って行動する必要が

期試験や模試が迫る少ない時

阪などで危険ドラッグを販

実際には脱法ハーブとして

間の中で、なんとか完成させ

売しているとみられる店舗

ドラッグ」が原因とみられ

「脱法ハーブ」や「合法

に感じ、恐怖を覚えた。

町おこしに取り組んでいる小
日、山梨県内の高

りがないと思っていたドラッ

に行われる。これまで関わ

決まり、本校でも９月 日

ムを使って指導することが

て、全校集会やホームルー

ラッグつい

では危険ド

県内の高校

記事により

れた。その

スが山梨日日新聞で報道さ

持し、逮捕されたというニュー

んだ「危険ドラッグ」を所

制されている指定薬物を含

校１年生女子が薬事法で規

７月

楽部はＡの部で課題曲「 最

としてあるべき姿を見せるこ

や現在の仕事に就かれるまで

ていこうと思えるヒントをた

20

数 の 部門 が あ り 、 本 校 は 高

突破を果たした。

自分たちがこれからの高校生

（ １年） は「 今回の企画で

責任者である服部廉太郎君

学した。

の経緯などを聞き、大学受験、 谷組では実際の工事現場を見
さらに就職といった未来の道
しるべの参考にすることを目
的とする。
初日の７日は、日本テレビ

年卒）と三菱ケミカルホール
くさんもらっ た。 また 、 改

活で一歩上を目指して頑張っ

ディ ングスの 小林喜 光社長
めて一高のつながりの尊さを

の大久保好男社長（ 昭和

年卒）、 ８日は三

【農場について説明をうける（林農園にて）】

30

ある。

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

21

売られていたものが、後に

〈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

20

に、一斉立ち入り検査が行

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。

（昭和

秋の大会の初戦は７日、農林高
校と対戦する。
（志村）

50

45

信になった。これからも心をひと
つに頑張りたい」と話していた。

実感した。貴重な話を聞くこ

員で戦って勝つという強い気持ち

井住友銀行の清水喜彦副会長

で臨んだ。山学に勝てて大きな自

とができたのは日新基金で援

大会）のシード権を決める地区大

54

グというものを初めて身近

70

44
会で、強豪の山梨学院大学附属高
校と対戦して、６対５で勝利した。
主将の祝聖之君（２年）は「全

年卒）熊谷組の樋

本校野球部は８月９日、秋季関

20
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（ 昭和

東地区高校野球山梨県大会（秋の

46
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部説
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