平成

年度の入学式が本日、本校体育館で行われる。

人の計２８０人

式では厳しい高校受験を突破し、晴れて一高生の仲間

最初のロングホームルーム

入りをする普通科２４０人、英語科
の入学が許可される。

入学式は本日（８日）午
前９時から入学生、保護者、 を行い、続いて体育館で保護

亨校長先生が入学許可予定者

式では国歌斉唱の後、赤池

わせする対面式が行われる。

９日に、上級生と初めて顔合

入学生のこれからの予定は

者と共にクラス写真撮影を行

の入学を許可し、式辞を述べ
式では、金子佳矢生徒自治会

来賓、職員の出席のもと、

る。その後、新入生を代表
長が歓迎の言葉を述べ、新入

う。

して英語科の今村祐輝さんが
生を代表して森本凛さんが挨

体育館で行われる。

新入生の誓いを行い、依田訓
彦ＰＴＡ会長が祝辞を述べる。 拶を行う。

新入生保護者を代表して大沢
会本部の指導で、応援練習が

団、応援委員会、生徒自治

の両日には、応援

正聖さんが挨拶を行い、式が
行われる。応援練習は、真

、

終了する。式終了後、生徒
の一高生になるための大切な

来賓紹介、職員紹介を行い、

自治会本部、ア・カペラ部に

日には一斉部会が行われる。 を果たすなど、各部が良い成

ここ１カ月は、慣れない環

本校では約９割の生徒が部活 績を収めている。
動に所属している。入部は３

るかもしれない。新しい高校

つの部まで可能であることも 境に戸惑いを覚えることがあ
一高の部活動の特徴である。
３年間所属するものなので自 生活が不安な人もいるだろう。
分に合った部活動を積極的に しかし、積極的にたくさんの
かつ慎重に選んでもらいたい。 友達を作り、部活動に励み、

こと

覧会に出したことが思

━ 高校時代の思い出

い出に残っている」

らいたいと思いながら

「高校生クイズに出

「生徒にわかっても

授業をすること」

━ 数学を得意にするコ 場したこと。上位まで

上がるつもりが一問目

で破れてしまった。 残

ツ

「まずは、数学とい

━ 座右の銘

念だったが楽しい思い

━ 趣味

「継続は宝なり」

う教科を面白いと思え
今回 は、 ４月 か ら一

「読書とお昼寝。読

出になった」

間、スポーツの祭典である し、これから始まる一高での

高 に赴 任さ れ た、 １学

ることでしょうか」

県高校総合体育大会が行われ 生活を楽しく充実したものに

書では最近の小説を良

生には大変な２日間になると ５月 日から 日までの３日 さまざまな行事に進んで参加
思うが根をあげず、頑張っ
てほしい。

年主任の新津康介先生に

それぞれの学校の校歌に接し

まだ二十代で本校の国語科の

甲府中学の卒業生で、当時、

作詞は、本校の前身である

に新たまた日に新た」と「い

育」がそれぞれ、二番の「日

ｔｉｏｕｓ」、「賛天地之化

「Ｂｏｙｓ，Ｂｅ ａｍｂｉ

ていただきたい。また、校歌

入学できたことを誇りに持っ

晴らしい校歌を持った高校に

う。皆さんには、こんなに素

新入生諸君、入学おめでと

年 間勤務 。

「 一高 に 来る 前 は巨
摩高 校に

ない」

「挨拶や掃除がしっ

かりでき、 当たり前の

━ どのような高校生だっ ことがきちんと出来る

学年が理想」

「目立たない、内気

「高校生活は忙しい

たか
は 山梨 大学 教 育学 部 。

な性格の少年だった。

が人生の中で大事な時

白 根高 校出 身 で、 大学

担 当教 科は 数 学。 教師

勉強では努力を積み重

━ 新入生に一言
になって 年目になる」

期であるので共に頑張

行事もある。 その中でも特に

校として他校にはない特有の

種行事が行われるほか、 伝統

本校では、 １年を通して各

皆さんが一日でも早く一高

真剣な取り組みを期待する。

る。 誠実な気持ちを忘れずに

で歌えるようにするべきであ

歌・応援歌は当然の如く全力

本校に入学したからには、 校

祈り申し上げます。

入学式・対面式

応援練習

前期生徒総会

県高校総体

一高祭

５月

４月

年間行事予定

活を楽しんでほしい。（志村）

るだろう。 ぜひ本校での新生

間は一生忘れない思い出にな

可欠である。 これからの３年

「美術部。油絵を展

属していたか

３月

２月

１月

卒業式

後期期末試験

３年センター試験

（聞き手・増坪）

━ 高校では何部に所 りましょう」

ねて行う方であった」

━ 教師を志した理由
「 教え る こと が 嫌い
ではなかったので」

━ 授業で意識している

知っ ておくべき行事を新入生

６月

前期中間試験
と知れた本校の代名詞だ。 男

野球応援

２つ目は強行遠足。 言わず
１つ目はなんといっ ても応

７月

生徒自治会選挙

子は学校から小諸までの１０
時間で 、 女子

９月

前期期末試験
は高根から小海までの４３・

応援練習は本校の伝統行事の

強行遠足
一つで、 真の一高生になるた

足 は今年 で

それぞれの行事を実りある

２年研修旅行

と準備をしてきた。 厳しく指

ものにするためには、 各個人

月

後期中間試験

月
めの第一関門となる。 これに

終点までの道のりは遠く険し

２㌔ を９時間で歩く。 この遠

向け、 応援団、 応援団吹奏楽

いが、 完走したときの達成感

県芸術文化祭

部、 応援委員をはじめとする

は計り知れない。

導されることもあるが、 後輩

回目 を迎 える 。

多くの先輩方が昨年からずっ

月

をしている生徒も多いだろう。 ５ ・ ７ ㌔ を

援練習。 来週に迫り既に緊張

に紹介しよう。

━ どういう学年にして

（神取）

もしれない。何かしら、夢や

てきたが、このような感覚は

教諭として教鞭をとられてい

や高きのぞみをもちて」、三

本を読むことは苦では

く読む。数学担当だが 、 いきたいか

ながらの日々。周りの大人は

理想を持って入学したならば、

なかった。私が本校の同窓生

た上条馨先生である。後年、

━ 経歴

インタビューを行った。

口を開けば伝統を語り、クラ

ぜひ自分で掴み取ってほしい

また、 日には部登録が、 る。一昨年は女子が６位入賞 してほしい。

生徒自治会長より

新入生へメッセージ

スメイトを見ても頭の良い人

ばかりに見えるという状況に、 のです。その為に必要なのが
あなたの一歩であり勇気です。

一高を思い、考え、勇気を持っ

不安しか感じていませんでし

て行動に移していく事。ここ

これは一高の生徒自治にも

を感じているのは、あなただ

から一高の生徒自治が始まる

た。でも、新入生の皆さん 、

新入生の皆さんご入学おめ

けではありません。クラスで

と思います。新入生の皆さん、

通じます。生徒一人ひとりが

同心よりお祝い申し上げます。 隣になった人、担任を受け持

でとうございます。在校生一

つ先生方、みんながみんな緊

安心してください。その不安

皆さんは、これから始まる高

皆さん自身のため、一高の生

であれば当然なのかも知れな

先生が著した「甲州風物詩」

の意味をしっかりと理解し心

での生活に慣れ、自分の目標

張して春を迎えています。こ

いが、残念ながらそうではな

番の「賛くべし天地の化育」

を込めて歌うとともに、作詞

に向かい邁進されることをお

校生活に対して期待と不安を

い。むしろ同窓生ではないか

には、校歌の一番の意味が概

として織り込まれている。三

を踏み出してください。

徒自治のため、ぜひとも一歩
そんな中、不安を払拭する

れも私の時と同じです。

らかというと不安を感じてい

のは何だと思いますか。それ

抱いていると思います。どち

る人の方が多いのではないで

しょうか。私も同じでした 。 は、あなた自身が勇気を出し

いる。どのような時代にあっ

上条先生は、「あるときは、

行事の一つで、この２日間で

て声を出すことです。あなた

「甲斐の国 み中に建ちて・・・」、 私は何よりも、１３５年とい

ても、この栄えある学校にお

時代に先んずる積極性をもち、

よる校歌の披露が行われる。

今、思い返してみると、中学

の一歩で高校生活が決まるか

う本校の歴史の中に醸し出さ

いて、この世を正すかがみと

またあるときは、時代を覚醒

校歌・応援歌・応援の形を習

校と比べ大きい校舎に戸惑い

私はこのフレーズを歌いはじ

れた歌詞が、時空を超えて真

なるよう、大いに奮励努力し

行こう』である。

めると、いつも心の奥にジー

理を指し示していると感ずる

がき、教養と人格を高めて欲

する気概をもって、学徳をみ

ンと熱くなるものを覚える。

また、本校の三つの校是、

らこその感覚かもしれない。

ね次のように記されている。

者がこの校歌に込めた思いを

「苟日新 日日新 又日新」 、 しい」とも記されている。

作曲は、東京音楽学校（現

つめの「賛天地之化育」の意

て欲しい。

これからの高校生活に活かし

『この甲斐の国の中心にあ

人間の本性をたすけ伸ばして

る本校は、その創立の昔から 、 味は、『天地自然のめぐみ、

在の東京芸術大学）の小松清

までも幾つかの高校に勤務し 、 思っている。

よう。』

新入生はその後、担任の先

20

ところに素晴らしさがあると

得しなければならない。新入

甲府一高新聞部

雄姿剛健の気風をうけ伝えて

後期生徒総会

入学式の頃に薄ピ

ンクの花を咲かせる

桜。山梨県北杜市に

は、日本三大桜のひ

とつとして有名な山

高神代桜がある。こ

の桜は推定樹齢約２

０００年で１９２２年（大正

）に国の天然記念物になっ

１２年（明治 ）に東京市長

ンＤ・Ｃの桜。この桜は１９

▼海外で桜といえばワシント

の後片付けなど、残念な話だ

が悪いこと。騒音問題やゴミ

題となっているのは花見マナー

日本を訪れる。そんな中、問

にも評判で、多くの外国人が

その花見文化が外国人観光客

習であり文化である。近年は

く残る▼花見は日本古来の風

万葉集には梅を詠った歌が多

｢ ｣

は唐の影響を受け 梅 を愛で、

奈良時代の貴族行事で、当時

見に出かける。花見の起源は

言を待ちわび、多くの人が花

である▼桜と言えば、開花宣

た。日本最古のエドヒガン桜

11

所
行
発

理由はよく分からない。これ

生の指示で各教室に移動し、

15

４月号
先生によるものですから素晴

10

への熱い気持ちの現れである。 の行事に対する意欲が必要不

の尾崎行雄市長が日米の友好

を願い、贈られたソメイヨシ

ノである。ここで開かれる桜

祭りには毎年、国内外から

｢

万人以上が訪れ、 今や ＨＡ

｣

ＮＡＭＩ は世界共通語となっ

た▼この桜のお礼として、ア

メリカから贈られたのが、本

校でも馴染みのハナミズキ。

花言葉には「返礼」という意

味があり、アメリカで愛され

ている木のひとつ。ハナミズ

キは４月下旬から５月上旬に

薄ピンク色や白色の花をつけ

る▼春は何かと忙しく環境の

変化も大きく、心や身体に負

担がかかりやすい時期である。

しかし、桜にハナミズキに、

春は過ごしやすく美しい季節

でもある。校舎の自然に目を

向けておだやかに春を楽しん

（中山）

でみるのも、時には良いので

はないか。
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甲斐の国 み中に建ちて…
校長 赤池 亨

成を図る「スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）」
に指定されて一年が経つ。今回は、本校のＳＧＨ推進主任
である野澤俊英先生に、昨年度の振り返りと今年度の活動
についてインタビューを行なった。

作：中山 志穂

昨年は、金曜の２時間と土
曜日などの休みを使って、基

１学年オープン
カリキュラム導入

１年間かけて、 調査、 探究
ルー プの研究テー マに沿っ

す る。 探 究 顧 問 の 先 生 は グ

プごと研究テーマを設定し 、 「 ＳＧＨ探究顧問」 を新設

については可決された。

シャツ以外の物品の購入など

祭実行本部の設立、クラスＴ

行う案は否決されたが、一高

その他、体育祭で騎馬戦を

て、生徒に公表する」と語っ

と評議会の内容を取りまとめ

いては、後期生徒総会の内容

応はしていきたい。詳細につ

故を防止するため何らかの対

が 関わ れ る よ う 、 今 年 か ら

を行っ ていく。 年度末のブ
て、 生徒に指導や助言を行

長（３年）は「２回目のアン

について金子佳矢生徒自治会

が大きな問題となった。生徒

徒に浸透していなかったこと

今回の総会では、情報が生

グループに分ける。グルー

ランドサミッ トでは、 成果

ケートで体育祭を行うという

自治会もこの点の改善と、５

た。

意見が多かったので、生徒の

月７日の前期期生徒総会に向

春休み中の取材で、体育祭

う。

練習をしたいという意見を受

けた準備を現在行っている。

（増坪）

を英語で発表できるレベルを

け止め、練習を許可した上で

一人ひとりが生徒自治会員と

ブランドサミット大人版とい
う企画を進め、山梨の地場産

る取組を計画している。さら ３月 日、本校体育館で行わ

業や地域の問題を一緒に考え

目指す。 また、 多くの先生

平成 年度後期生徒総会が、 施された。そのアンケート結

体育祭を行う。練習で事故が

いうことを自覚して、活発な

１学年は基本的に昨年の内

果が発表され、賛成多数で体

発生してしまった場合の責任

意見を出してほしい。（神取）

調講演や、企業訪問等を行っ

育祭の開催が可決された。し

をとることはできないが、事

容を踏襲する方針だが、新た

れた。総会では、主に一高祭
かし、議論の中で体育祭の練

に保護者や地域の方が行う、

に、コアカリキュラムとオー
について議論された。

は１～５組の希望者が参加し てだ。昨年行われた１回目の

対象、オープンカリキュラム のは体育祭開催の是非につい

中でも最も意見が出された

ち、多くの生徒から反論や意

見の相違があったことが表立

生徒自治会と生徒との間に意

習が禁止ということについて、

全国大会で激闘

アーチェリー・空手

手部女子が３月下旬に行われ

【混合】
▽予選

（帯広三条）

山梨（長田・小林）

〈空手部〉

１１４７点＝落選
た。結果は以下の通り。

文星女

３月

から

日の日程

で、今年もオーストラリ

名が参加。今年は

ア海外短期留学が行われ、

１年

ＳＧＨの活動の一環とし

て行われ、姉妹校のヘン

リー高校生と交流、オー

ストラリアの自然を満喫

した。

「経験は財産」

１年６組（当時）

で、うまく伝えら

れなかった。しか

し、基本的なフレー

ズの組み合わせで

も、相手に通じる

ということに気づ

き、だんだんと自

然に会話できるよ

うになった。会話

する上で一番大切

なことは、「伝え

また、今回はＳＧＨの学

たい」という強い意志であ

た。今回オーストラリア研

習を深める目的もあるため、

るのかもしれない。

修の募集を聞いたとき、海

山梨についてのプレゼンを

た、ＳＧＨの学習の中で、

外での経験は、今後の進路

英語で行った。現地での評

外国への関心は更に深まっ

にとって、貴重な財産にな

待と、少しの不安を抱えて

私は、未知の経験への期

感した。

に、グローバルであると実

ができた。私はこれぞまさ

ると思い、参加を希望した。 判もよく成功を収めること

「英語力を身につけ、国

いた。一番不安だったこと

深沢 智恵

際関係の仕事をしたい。」

は、自分の英語が、相手に

この 日間の経験を活か

これが私の夢だ。私は各国

の異なった言語や文化、歴

確な文法を意識してばかり

伝わるのかだ。初めは、正

に、努力していきたい。

し、自分の夢を実現する為

アカウントが削除された。
た過激派組織ＩＳ（＝イス

年度の後期、昨年度の前

平成 年度、新聞部は部員

４人でのスタートとなった。

見方もされる大規模な組織

年に、違法ダウンロード刑

ている。日本でも２０１２

正利用を標榜して活動をし

れにより、たった数日間で

するように呼びかけた。こ

ＩＳのプロパガンダに対抗

上で、世界中のハッカーに

情報を暴くことを宣言した

矛先はどこを向くのか注視

が複雑化する今日、集団の

は有効だ。社会のシステム

制す」という考え方も時に

に多いが、「毒を以て毒を

常に部員募集中。新聞づくり

部員数がかなり少ないので、

していてほしい。

ていく予定なので、ぜひ期待

中山志穂

神取茜音

増坪玖実

志村敢人

〈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

いたい。

４階化学講義室を訪れてもら

新聞部の活動場所である北館

史にとても興味がある。ま

長谷川光妃（甲府一）

１‐４ 八頭司明（宮崎第一）

アー チェ リー 部の長田來土君（ ２年） が

ウンさせ、悪い集団として

選出され、世界大会への出場が決定した。

世 界ユー ス選 手権 代表選 考会で 日本代 表に

▽形個人１回戦

甲府一 ０‐４ 宇都宮

▽組手団体１回戦

【女子】

矢嶋泉穂（甲府一）

２‐６ 坪倉結実（米子北）

小林千尋（甲府一）

▽決勝トーナメント 回戦

【女子】

４‐６ 谷幸太郎（貴志川）

長田来土（甲府一）

▽決勝トーナメント３回戦

【男子】

〈アーチェリー部〉

た全国高校選抜大会へ出場し

４‐６ 武部瑳智子

プンカリキュラムを作成し、

アンケートでは、クラスに体

コアカリキュラムは６、７組

ＳＧＨの活動を行う。

見が出された。そのため生徒

サッカー（１年）…１組

アー チェ リー 部男女と空

育祭の内容が浸透していなかっ

自治会は詳細を改めて考え直

【 優勝クラス 】

ている。

すこととなった。

たため、再度内容を説明した

２学年は、研究グループを 上で２回目のアンケートが実

行われた今大会は大きな盛り

互いに仲間を励ます姿が多く

バレー（２年）…６組

上がりを見せた。各クラスも

みられ、クラス替え前最後の

結束力を高める機会になった。 バレー（１年）…６組

（ 当時２年） は「 クラスで

バスケ（２年）…５組Ｂ

サッカー（２年）…２組Ａ

応援をし合い、良い思い出に

大会を終え、 藤原俊君

卒業した３年生を除く２学年

バスケ（１年）…４組Ａ

続き、バレーボール（男女）、 試合で勝つこともでき楽しめ

トを巧みに利用したプロパ
生徒総会で球技大会を廃止

り毒とされてきたアノニマ

た」と感想を語った。

し、代わりに体育祭を開催す

カー集団「アノニマス」だ 。 「ＩＳはウイルスで我々は

スが、過激派組織という毒

ミニサッ カー （ 男子） 、 バ

スケッ トボー ル（ 女子） の

ラミックステート）の部隊

治療者だ」と宣戦布告し、

の排除に一役買った。もち

一連 の 出 来 事 を通 し 、

４種目が、学年別クラス対抗

が今月１日、シリアの首都・

アノニマスは、主に言論の

アカウント、メール、個人

「悪いハッカー集団」つま
る案が議論された。今後のど

ダマスクスに残された反体

自由やインターネットの公

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

だが、その大半は「イスラ

事罰化への抗議として官庁

し か し 、 彼 らは ２ 月 、

のような形で行事が行われる

制派の難民キャ ンプの大部

ろん毒が毒

としてだけ

作用すると

いう事例の

ム国」の建国宣言後に参加

や政党、著作権保護団体の

思う。また、新しい試みもし

した新規戦闘員だ。ＩＳが

方が圧倒的

ここまで勢力を拡大した理

に少しでも興味のある人は、

これに対抗したのがハッ

のか不透明だが、より活気の

で行われた。

期と２大会連続で天候に恵ま

分を制圧し

や最大で

構成員は今

た 。 Ｉ Ｓの

ある充実した大会が期待され

ガンダにあるとされている 。 知られている。

22

れなかっ たため、 晴天 の中

１月に邦人２名を殺害し

することができた。 また、

後期球技大会が３月 日、

（志村）

研究テーマを
設定・探究

｣

た。それらを活用し、２回の
プレゼン大会、そして２月
日にはブランドサミットの公
開発表会を行った。昨年の課
題は、ＳＧＨの成果を全校発
信できなかったこと。今年度
は全生徒、全職員で、ＳＧＨ
を取り組んでいけるような体
制を構築していく。野澤先生

｢

は 活動の中で生徒の熱心に
取り組む姿を多く見ることが
でき、また意見交換の時間等
で、積極的に自分から意見を
言えるようになったと感じる
と振り返った。

26

19

【ヘンリー高生と会話する深沢さん】

16

で行われた。前期球技大会に

13

11

する必要がある。 （志村）

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

自然科学部と新聞部では、
ベルマークを集めていま
す。回収箱はコモンスペー
スに設置されています。
皆さん、ご協力をお願いします。

20

【晴天の下盛り上がりを見せたサッカー】

20

１００を超えるＩＳ関連の

〈連絡先〉
甲府第一高校 新聞部顧問 井上宛
〒400-0007 甲府市美咲2-13-44
Tel:055-253-3525 Fax:055-253-3527

25

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。

ベルマークで
被災地支援を

27

1

ウェブサイトをサーバーダ

部説
由は、ＳＮＳやインターネッ

万人という

15

第２４３号（創刊1947年5月20日）
2015(平成27)年4月8日（水曜日）

本校が将来国際的に活躍できるグローバルリーダーの育

