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くの人に出会い、貴重な経験
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高校生活を振り返ると様々な思
い出が今でも鮮明によみがえって
きます。それぐらい私にとって高
校３年間は充実した日々で、私自
身を大きく成長させてくれた３年
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１月に行われた県知事選

のように、納税額に関係な

選と市議選の期日前投票所

うございます。

の投票率は、過去最低の ・
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「選挙離れ」が叫ばれる中 、 権が与えられるようになっ

挙は国民としての権利であ

様々な選択を強いられ、壁に
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し、選挙年齢の引き下げも

理由は「 面

検討されている。高校生の

また昨年６月、投票年齢

円以上納めている満

設置する準備を進めている 。 題は多い。

を山梨大甲府キャンパスに

ると信じています。

ようなものだったでしょうか。

の日を迎え
先輩方の背中を見ていて感じ

どんな日々も二度とは来ない
大切な日々です。これから先

思います。学校行事

られたこと
たことがあります。 それは 、 生をより良いものにしていっ
「 いつも全力であるこ と」
です。先輩方は何事にも全力
で取り組み、そして楽しんで

て ほ し い と願 っ て い ま す 。

を心からお

祝い申し上

私達は先 輩方 から多
親、先生方に感謝の気持ちをしっ
かりと伝えてください。卒業後の
進路に、期待と不安があると思い

輩方の前には辛く大変な事も

ますが、胸を張り自分に自信を持

あると思います。そんな時に
全力な姿勢で乗り切ってほし

ち、新たな生活を送ってください。

いました。その姿はとても格

さて、この一高での３年間
いと思います。 そして 、 い

好よく、憧れでした。

は 、 一 高 生で あ る こ と
は先輩方にとってどんな日々
つどんな時も私達の憧れであっ

くのことを 学ば せて頂

の 誇 り と 自覚 。 一 高 祭
だったのでしょうか。

きました。 応援練習で

で は 、 自 分た ち の 力 で

に教えて頂いたこと一つ一つ

本校の校是である「苟日新

く自治的姿勢。野球応援では、 日日新 又日新」 。 この３
をかみしめ、次の世代に引き

計画を立て 行動 してい

年間、 うれしいことが あっ

ようになったところ」
━ 卒業生への餞の言葉。
━ どんな生徒が多かったか、 「 入 学 し た 時 に 話 し た

れる』 （ ニー チ ェ ） を忘

の負荷が自分を強くしてく

また学年の雰囲気をどのよう 『自分を破壊する一歩手前

に感じているか。
「生徒は素直で従順、明

多かった。また学年の雰囲

要。マイナスの状況を楽し

るくて元気。イベントの時、 れないでほしい。今の風潮

気は明るかった」

「温かく見守って頂き、あ

━ 保護者の皆さんに一言。

━ どんな大人になってもら める人になってほしい」
いたいか。
「１人で風の中に立てる

人間。自分で物事を考えて、 りがとうございました」
（聞き手・神取）

りのある学年だと思っていました。

全校が一体となり応援するパ

周りに流されない大人になっ

継いでいきたいと思います。

てほしい。つまり主体的に

た日も、 嫌なことが あっ た

「強行遠足等を通して、

ワ ー を 。 そ し て 、 自分 の 限

誰かに言われた訳でなく自
生きる」

日も、二度と繰り返すことが

分たちで考え、行動できる

界に挑戦する姿勢は強行遠足

子、女子共に自分たちで円

「２年生の強行遠足。男

る行事は。

━ ３年間で印象に残ってい

だと改めて思った」

して、行動や意味を表すの

━ ３年前、学年主任になっ かった。人間は言葉に反応
た時の感想は。
「自分で大丈夫なのかと
いう不安はあったが学年の
先生方の雰囲気や協力的な
様子を見て務めていけるか
なと思った」
前向きな意識があった。完
走率も良かったので印象に
残っている」

━ ３年間で成長したと思

決断した以上は自ら行動し

小野真彦君（ア・カペラ部）

高 文 連賞

生徒自治会長

━ 学年主任をしていて嬉 陣を組んで頑張ろうという
しかったことは。
「主任というと生徒から
遠いイメージがあったが、
生徒が自分の言葉を聞いて
う点は。

高 体連 優 秀 選 手 保 坂 亮 吾 君 （ テ ニ ス 部 ）

員選挙で、選挙権は直接国

〈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

し ょ うけい

反応してくれたことが嬉し

15

出して頑張ってほしい。

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

2

久保寺 一輝

要である。

税を

60

一番の思い出は、２年のインターハイで、
団体３回戦にシングルスで出場したことで
す。私はこの３年間で、諦めないこと、常
に謙虚な態度でいることを学びました。後
輩たちには、インターハイを目標に、これ
からも試合や練習に頑張ってもらいたいと
思います。最後に「一高でテニスをしよう」と約束して、
全国ベスト１６を成し遂げた仲間、熱心に指導してくだ
さった永井先生、権太先生に感謝しています。

26

（中山）

18

先輩からのメッセージ

「政治への参加」も間近だ 。 今、ネット投票、コンビニ

部説

飯島 清樹

一番の思い出は、昨年８月末の全国高等
学校合唱コンクール山梨県大会です。今ま
でで、一番楽しんで「歌うこと」ができま
した。この他、ロサンゼルスコンサートを
始め、多くの経験をし、毎日仲間と歌って
過ごせたことは何よりも良い思い出でした。
またこの３年間で、「A Cappella Family」（先生、先
輩、仲間、親など部に関わっていただいた全ての人です）
を得ました。後輩たちには、ア・カペラ部の歴史と伝統
を自らの手で作り上げていってもらいたいです。

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。

41

茶道・書道・箏曲 ３部合同発表会

18

20

18

金子 佳矢
３学年主任

元新聞部部長
元野球部部長

20

元生徒自治会長
元吹奏楽部部長

23

歳以上の男子に限られ、

15

マイナス を 楽しめる人に

～平成25年度卒業生より祝福の言葉～

花井 貴大

橘田 和希
窪田 彩乃
85

25

晴れて本日、本校を巣立つ先輩方を多くの人々が祝福している。
ここでは先輩方に寄せられたメッセージを紹介する。
作：安部成美
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