日付けの

所
行
発

甲府一高新聞部

面で「甲府一高の英語科が探究科に改編」

６月号
｢

｣

ことを受けて、新聞部は６月９日、赤池亨校長先生に 探究科 について、詳しい

ないため、生徒を探究科へ入

実績が
｢

をしてくれた」

く一緒にドッジボール

先生は話が面白く、よ

「 野球は兄の影響で

━ 野球の魅力

る 代の男性教員は

できるようにするためにも、
学させることに不安だ。英語

な取り組みに全校生徒が参加

探究科の生徒が開拓者となっ
科のように一高の看板学科と

制度では探究活動は受験勉強

赤池校長先生は「今の入試

た。今年度受験をする女子中

期待している と戸惑いを語っ

｣

して学校の特色になることを、

げるような生き生きと

「生徒と共に作り上

ンに挑戦したのか

━ なぜ１００㌔マラソ

触が気持ちいい」

あの何とも言えない感

━ 授業で意識している 打っ た時に手に伝わる

始めた。ホームランを

てＳＧＨを進めていく。

に直結というわけには、なら
学生は

した授業をすること」

こと

ないかもしれない。しかしこ

英語科は英語に偏る
｢

は生徒たちの選択肢を広げる

体的に解決しようとする活動

ていく中で、課題をみつけ主

れから大学側が入試改革をし

択などについて、詳しい内容

を 持っ た 。 探 究 科 、 文 理 選

探究科に変わったことで興味

のであまり興味がなかったが、

というイメージを持っていた

私 生活 では １ ００ ㌔ マ

徒 から の信 頼 も厚 く 、

生に インタビ ュ ー 。 生

３年目である河西秀章先

今回は本校に赴任して

が好き」

を動かし汗を流すこと

「スポーツ全般。体

離に挑戦したいという

参加していて、長い距

から色々なマラソンに

「 一高に赴任する前

ことになるだろう。一高生に

を説明会で聞けることを楽し

ラソンにも挑戦した先生

━ 趣味

は、一生懸命勉強し、多様性

みにしている」と探究科に期

「真面目な生徒だっ

生徒と同じ経験をした

ている姿に感化され、

遠足で、一高生の頑張っ

た。所属していた野球

いと思った。なので最

の人柄を紹介。

部が厳しく、日々勉強

後の一押しをしてくれ

たか

━ どのような高校生だっ 気持ちがあった。強行

を尊重でき、将来誰かの役に

待を込めていた。

（中山）

立つ大人になってほしい」と

━ 経歴

と部活をこなすことで
英語科は１９９１年に、英

生徒への期待を込めた。

「 駿台 甲 府高 校 を卒

文理がまざった混合クラスと

業 し、 青 山 学院 大 学英

クラスはコースごとに分けず、

たのは一高生」
語学習に特化した教育を行う

とらえると分かりやすい。こ

２＋探究活動」と、

精一杯だった」

なる。探究科が２クラス編成

━ 一高生に一言

れまでの英語科は勉強面にお

━ 高校時代の思い出

探究科について、近隣の中

米文学部へ。教師になっ

なので普通科の５クラス中で

出すのは試合ではなく 、 で真面目。 このまま頑

ため設立され、今までに、多

いて英語に関する科目に偏り

━ 教師を志した理由

「 一高生は良い意味
くの優秀な人材を輩出してき

「グラウンド。思い
学校でインタビュ ー を行っ

て 年目」

特進クラスを作るかどうかは

スで行っていたＳＧＨの活動

これまで英語科と特進クラ

すぎていた部分もあり、定員

続いていた。しかし、今年度

は、来年度は探究科を中心に

た。一方で、地元富士吉田市か

日から

甲府第一高校の学園祭であ
る一高祭が、 ６月

日にかけて行われる。

山梨県民にとって、富士山は
山梨の象徴で、今や日本の象徴
でもある。世界遺産に富士山が
登録されたことで山梨に多くの
観光客が来るようになり、また
山梨について多くの人に知って
もらう機会となっ
た。しかし世界遺
産は一度登録が抹
消されると二度と
登録されることは
ないと決められている。世界遺
産「富士山」を維持していくた
めにも、利益を追求するのでは
なく、山梨県全体で環境保全に
取り組むことが大切ではないだ

今年の一高祭のテー マは伝

時の担任の先生に憧れて。
が行われることになった。
学園祭の１日目は、コラニー

先月イギリス王室

でウィリアム王子と

キャサリン妃の間に

第２子の王女が誕生

し、「シャーロット・

エリザベス・ダイア

ナ」と名付けられた

ことが話題となった。イギリ

ス王室には国内外に多くのファ

ンが存在し、命名には誕生の

２カ月以上前から期待が高まっ

ていた▼王女の名前の「シャー

ロット」は祖父のチャールズ

皇太子の名前の女性型である。

また「エリザベス」は曽祖母

であるエリザベス女王、「ダ

イアナ」はウィリアム王子の

母ダイアナ元皇太子妃に敬意

を払いつけられた。そんな多

くの期待が込められた名前に

王女はプレッシャーを感じる

のではといった不安の声もあ

がった▼名前はその時々の時

代背景を表すことで有名であ

よい劇を行えるよう頑張りま

て、子ザルに「シャーロット」

物園では王女の名にあやかっ

る。今回も大分県の高崎山動

われる。その他にも毎年恒例

す」

と名付けた。王女のようにた

（聞き手・中山）

の出店、 バザー やここが腕

●４組 平林諒君

くさんの方々に愛されるよう

文化ホールで１年生が合唱 、 の見せ所でのクラス対抗の競

「 色々な方面で頑張っ て

にという理由からである▼日

技が学校の色々な場所で繰り

いる人が多い４組は、一高祭

本でも戦前から戦後にかけて

２年生がダンス、３年生が演

では色々な面で得点を得られ

女の子は名前の最後に子供の

広げられる。
弦楽部、 ア・カペラ部、 筝

るクラスだと思います。まと

劇を行う。 また吹奏楽部、

曲部の発表も行われる。

子の字がつくことが多く、第

２日目は緑が丘体育館で体

まっ て１位を狙っ ていきた
高の歴史の先を想像し新たな

だ中である１９６４年に第２

１位は「和子」であった。し

育祭が行われる。今年度から

３年生にとって最後の一高

「休み時間はまるで動物園

位に「真由美」が入った。そ

いと思います」
一高祭を創造していこうとい

夏の球技大会に代わり、体育

祭となる。意気込みを各クラ

みたいな５組。それは男女仲

かし高度経済成長期の真った

う決意から「 創造せよ 想像

祭が学園祭の中で行われる。

スの理事に聞いた。

●５組 道村崇史君
の向こう側」 である。 今年は

大縄跳び、 借り物競走、 障

いう字のつく名前に人気が高

従来の一高祭に加え、 体育祭

「クラスで掲げたテーマ 、 所です。 最後の一高祭、 こ

まった▼最近はまず音を決め、

れ以降名前の最後は美しいと

のメンバーで全部１位を目指

そこに漢字を当てていくとい

良く協力もできるという良い

『 ＨＯＭＥ』 のもとクラス

します」

うスタイルが流行り、２０１

●１組 小林哲平君

育委員会が念

一丸となって全力を尽くしま

●６組 内藤亮君

が行われ、体

入りな準備を

す」

『 団結』 『 本気』 で最高の

「 オ レ たち の 『 笑顔 』

る▼自身の名前の由来は何か。

女の子が「陽菜」となってい

５年の第１位は男の子が「蓮」、

●２組 清水智耀君

思い出を作ります」

両親のどのような思いで付け

秒ＰＲで

す。 みんなのハー トに革命

●７組 高見澤祐輔君

「劇の見所は
時まで一般公

が起こりますように」

時 から

開して、教室

（増坪）

ＧＨＴｅｅｅｅＮ！」

「３組は和気あいあいと 、 んで今年も優勝に向けてＦＩ

楽しく一高祭準備をしていま

す。クラス発表は全力でより

（増坪）

らしい楽しい人生を送りたい。

プレッシャーと感じず、自分

られたのか。いずれにせよ、

●３組 井尻湧介君
各クラスの展
示や部活動の

「ＥＩＧＯＬＩＡＮは楽し

や特別教室で

３日目は

行っている。

害物競走など

統として受け継がれてきた一

張ってほしい」

苦しかった日々の練習

はＳＧＨの取り組みもあり、

り、マイカー規制を 日にする

とを踏まえ山梨県は今年度、ス

ら環境保全の立場と逆行してい

ばかり」

「 小学４ 年生 だっ た

５年ぶりに定員に達した。こ

行っていく。しかし余裕があ

録取り消しも考えられる。実際

ことにした。その結果、入山者

課題は主に環境保全である。

バルラインの通行料を登山客の

で、様々な環境問題を指摘され 、 車から出される二酸化炭素の増

るのではという意見が出されて

期生となる。

た。今年度入学した１年生は

のことを踏まえ、探究的な活

る限り普通科にも探究活動を

未定となっている。

動を増やすことで、中学生に

拡大し、興味がある生徒は今

が募集数に達しない年が数年

興味を持ってもらえるのでは

カリキュラムのようなＳＧＨ

年から導入しているオープン

２年次からは、社会探究コー

の活動に参加することも可能

と考えた。

ス（ 文 系 ） と 科 学 探 究 コ ー

世界遺産に富士山が登録され

海外では世界遺産に登録された

は減り、５合目の売店は収入が

７～８月になると富士山への登

少ない９月 日から 月末まで

加などの問題が課題となってく

３年のクラス担任をしてい

た。

科）

話を聞いた。（本紙３面で、生徒による座談会「探究科について」を掲載）

｢

探究科は 自ら課題を見つ

甲府市美咲二丁目13-44

ス（理系）の２つに分ける 。 である。将来的にはこのよう

てからこの６月で２年になる。

が、その後取り消された例もあ

わり世界遺産に値するかどうか

山客が急増する。その結果ゴミ

る。そこで昨年、静岡、山梨両

18

け、主体的に課題を解決する
能力

を身につけた人材を育
｣

成することを目的に設置が決
定した。積極的に社会的課題

40

25

を見つけ解決し、グローバル
な視野を身につけるという点
は、昨年から実施しているＳ
ＧＨ（ スー パー グロー バル
ハイスクール）の探究的な活
動とつながる。ＳＧＨの指定
は探究科設置を後押ししたと
言える。
探究科は英語科をさらに発
展的に充 実させた もので、

その時イコモスから課題を課さ

を実質的に審査する非政府組織

問題やトイレの許容量オーバー 、 の平日に限り、無料化を決定し

減少し、打撃を受けた。このこ

る。

である。富士山が世界遺産に登

「保全状況報告書」の提出を求

発表などが行

30

25

（神取）

14

れた。イコモスはユネスコに代

録され、日本中が沸き立った陰

められている。期限は２０１６

ろうか。

10

53

11

いる。

【クラス展示の準備をする３年生】

「 探究科＝ （ 英語科＋理数

÷

県は登山シーズンに入山料を取

15

27

山梨日日新聞は、５月

24

と報じた。この発表を聞いた生徒たちの間には、急な報道に動揺が走った。この

28

年２月１日で、提出しないと登

部説
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年度予算について、総合体育大会の下校延長について、第

回一

前期生徒総会は５月７日に本校体育館で行われた。今回の議題は、昨年度決算
報告と平成

な意見が生徒から出された。特に６月

から

日の３日間で行われる一高祭に

高祭について、しなやかな心を育てる生徒会活動実践運動についての４つで、様々

68

とい う質問に対 し、 本部は

スで用意する必要があるのか」

るが、釣り銭用の小銭はクラ

廃止するとお金での取引とな

２組から「出店で前売り券を

賛成多数で可決された。

門の審査、採点基準の議案は、

マ、 クラスＴシャ ツ、 各部

する」と返答した。一高祭テー

見に「用意してクラスに提示

に掲示してほしい」という意

ア ルし た。

がリニ ュ ー

月から学食

今年の４

０円）、豚丼（４５

カレーライス（４５

学食のメニューは

た食 べ る た

きたい 。 ま

堂に し て い

もら え る 食

皆に 喜 ん で

てほしい」と先生たちに

ズナブルなのでぜひ食べ

当に美味しく値段もリー

非常に良い。カレーが本

用する人へのサービスが

で賛成多数のため体育祭を行

取り直すことにした。その上
せいにならないように、時間 になる行動をまとめてクラス

るためこの形をとる。誰かの と返答した。また「減点対象

子さんで普

のは橋本桂

営している

学食を経

この他裏メニューと

でも人気なのは豚丼。

食（５２０円）で中

０円）、日替わり定

か困っ た こ

く人 生 で 何

めだ け で な

「日替わり定食がありメ

愛乃さん（ ２年） は

とても好評である。安齋

した。２年５組から「人数比

べたかの合計を競う」と返答

い屋根のカ

西側の黄色

段は学校の

もらい たいと 利用者 に

も多く の人に 利用し て

まに登場する 。 少し で

してパスタなどもた

と話している。

に食堂に来てほしい」

ら 相 談に の る の で 気 軽

とがあ っ た

あるメニュー表がかわい

とが嬉しい。また玄関に

しなくても食べられるこ

ニュ ー が多 く 、 予 約を

（増坪）

今回の前期生徒総会はアカ

制限をかけてその中で何回飛

めた。

「生徒会のほうで用意をする」

ペラ部による生徒会歌の合唱
うことが決定した」と説明し

今回の総会では今年度より
の考慮は行っているが、男女

無料で 汁物と サラダ を

から始まっ た。 平成

から生徒会歌復刻記念のＣＤ
体育祭が導入されることから

レ ー 屋さ ん

に現同窓会長の金丸信吾さん

が寄贈され、生徒会行事で歌

「ミセスブラウン」を経

くて、見ると行こうとい

聞をＢ４版に縮小し、 １冊の

学 食を よ く 利 用 し て

新聞部が昨年度より取 り組

う気持ちになる」と話し

比の考慮はないか」という質

ている。

体育祭への意見、質問が集中

いる校長先生は「レパー

まだ学食に行ったこと

うことになっていたがここ数

トリー が多く、 日替わ

のない人、夏場は冷房が

提供している。

り 定 食は 毎 日 変 わ る の

良く効いていて、快適に

営している。赤池亨校長

橋本さんは 「 食堂 で

で行くのが楽しみになっ

本にまとめたもの。 状態の悪

働くことは楽 しく、 自

ている。 先生方もたく

過ごせる場所である。学

い新聞が多く、 読み取れる状

らに勧められて食堂を始

分 の 作っ た 手 作

さん利用している。 生

んできた日新基金プロジェ ク

がかかっている。縮刷版には、

りの料理を美味

食として利用するだけで

ト「 一高の歴史を綴る～ 甲府

完成した（ ＝ 写真）。

しそうに生徒が

徒 の 皆も た ま に は 利 用

問に対し、「大縄跳びは１回

はない。それを踏まえた上で

新聞部ＯＢでＮＨＫ解 説主幹
として活躍中の島田敏 男さん

食べてくれるこ

なく、友だちとお弁当を

飛んで出てくるだけなので男

配慮してほしいと意見が挙が

ら今年３月までに発行し た新

年 卒） の

してもらいたい」 と。

食べる憩いの場所として

した。体育祭については、体

体育祭で行う競技について

るならば考えたい」と返答し

（ 昭和

インタビュ ー も掲載

とはとても嬉し

武田剛先生は「 学食の

も利用できる。より多く

育委員長の石原宗峻君（３年）

３年３組から「大縄跳びは全

た。体育祭は体育委員会が主

い 。 何 を食 べ て

の人に利用してもらいた

年歌われていなかった。しか

員で一斉に飛ぶルールで行い

となって、開催の準備を行っ

ことができ、 文

生徒自治会本部、

の両日、応援団、

した応援練習が４月

、

３月のオリエンテーション時

（ ３年） は「 経験は浅かっ

応援団責任者の深澤拓也君

に近づけるように努力をして

たが無事終わって良かった。

いきたい」と意気込んだ。副

に配付され、すべての曲を覚

指導を受けた１

責任者の樋口拓海君（３年）

悔しく泣いている生徒も多く

年生の宮川桃花さ

は「先輩方にはたくさん形の

必死な姿が見られた。夏の応

んは「 指導は厳し

えてくることになっている。

かっ たが、 一高に

指導をして頂き、応援練習を

しかし、応援練習中、歌詞を

入学したと実感し

無事終えることができた。応

援練習の他にも形を披露する

た」 と、 渡邉享平

援練習では課題も見つかった

（神取）

料 理 は健 康 的 で 美 味 し

し今年度同窓会長からの要望

生徒自治会長のあいさつで

たい。一人ひとり飛んで抜け

句なしで楽しかっ

応援委員の指導

と感想を述べた。

く 、 学食 の人 も 人 柄 が

先生や奥山一秀教頭先生

金子佳矢会長は、体育祭の開

ていくというルールだと、引っ

されている。

た。『愛するデュー

の 下、 本校 体育

１部が『春の

も美味しいと思っ

態への修正などに膨大 な時間

催について２度目のアンケー

ている。種目などの詳しい内

本校図書館 で閲覧

ク』 では生徒と

館で行われた。

の『舞踏組曲』など様々なジャ

い。

一高新聞縮刷版」 がこのほど

トを行ったことについて「体
かかった時に一人のせいになっ
容は、後日生徒へ伝えられる

できるので、 ぜひ皆
に見てほしい。
（志村）

ドラ ムバト ルを

応援練習は一高

君は「 この伝統は

ので夏の野球までに克服した

覚えてこなかった生徒をはじ

１年生には歌詞カードと応

したことが印象深い。前に一

の伝統行事の一

引き継いでいかな

い。今後も厳しい練習が続く

場があるので全力で行ないた

謝 している 」 と達成感 に満ち

度練習をした時と比べ、部全

つ で、 短期 間で

が、夏によりよい演舞が見せ

め、ほとんどの生徒が上級生

いてい た。 一年間私を支え 、

３年生の引退式も行われ、試

体が格段に上手くなっていて

くてはいけないと

られるよう、一層練習に励み

持たせることが目的とされて

援歌の収録されているＣＤが

２部、３部のジャズ・ポッ

合後で疲れている野球部員が

驚いた」と感想を語った。

思った」 と、土橋

い。これから少しでも先輩方

（ 神取）

プスステージで曲の途中にソ

花束を持って駆けつけた。

校歌や応援歌、

由尚君は「 気の持

から厳しい指導を受けた。

ていた。

れたクラシッ

ロが入ると会場中が大きな歓

応援の形を身に

たい」 と抱負を語っ た。

思い出に残っ た」

（神取）

ち方が変わっ た。

いる。

叱 咤激励 してく れた 仲間 に感

クステージ、

声がわき上がり、１年生と応

部長の中西吹来さん（３年）

つけるとともに、

道を歩こう』

良く利用しやすい。 利

女の差で体力の差が出ること

育祭の練習について、生徒自
てしまうと思う」といった意
ことが決定した。

歳とは思

２部が『ペン

ストとして一高のＯＢでもあ

は「１部はトラブルがあり思

真の一高生にな

ンルの曲が演奏された。

てもらえるよう

が意見や質問に答えた。

治会と生徒の間に食い違いが
見が出されたが「クラス全員

その他にも学園祭３日目に

では

えな いパワ フル
さとテクニッ ク
でド ラムの 腕を
披露し、 観客を

シルベニア６

援団のダンスや風船、ペンラ

る森山威男さんが出演した。

い通りの演奏が出来なかった。

入学直後の１年生を対象に

５０００』

イトなど工夫が凝らされた演

森山さんは世界的に活躍する

るための自覚を

などが演奏さ

に 作っ てい る。

で、行事ごとに歌われること

あり、再度アンケートを実施
で競技に参加してもらいたい

行われる、出店について３年

になった。

してほしいという生徒２０８
が、クラスごと人数の差があ

年創刊か

人の署名が提出されたので、

どのポピュラーステージとなっ

魅了した。 森山
さんは「 一高生

などのジャズ

出に大人も子供も最後まで楽

２部と３部は持ち直して、ス

部で構成され、

ステージ、３

しめるステージを作り上げた。 ジャズドラマーで、３部に演

そして今年はスペシャルゲ

部が『ジブリ

テージ上のみんなはとても輝

と共 に演奏 する

52

縮刷 版 は 昭和

文化ホール大ホールで行われ
ていた。

けでなく迫力あるスタンドプ

今定期演奏会では、演奏だ

た。会場には約１５００人が
来場し大盛況
だった。

70
奏した『 愛するデュ ー ク』

演奏会は３

【部員と共演する森山さん（写真右）】

【玄関に飾られる評判のメニュー】

た。

年度

ついての議案は生徒の活発な意見交換が見られた。

27

またこの演奏会後に引退する

【先輩方の指導をうける１年生】

回応援団吹奏楽部定

24

メドレー』な

15

第

25

レーと共に披露した『 sout
h rampart street pa
』やコンクール自由曲
rade

23

14

56

期演奏会が５月３日、コラニー

27

【顧問の秋山尚克先生の指揮で演奏する部員たち】
|

（２）

第２４５号（創刊1947年5月20日）
2015(平成27)年6月23日（火曜日）

れるので良いと思う。そんな理

に偏るというイメージも払拭さ

がなくなって探究科の生徒がい

して一高を訪れた時に、英語科

奥山 今は実感がない。卒業

上に勉強を求められたら、多分

究活動がプラスされ、普通科以

は捨ててはいけないと思う。探

くさんの迷惑をかけてしまう結

きなければいろいろな集団にた

上がるかもしれない。うまくで

というマネージメントの能力は

少数の人を周りが受け入れ、理

何人もいる。学校としてそんな

から嫌な顔をされるという人も

てでたりすることで、周りの人

７時限目を受けて、部活に遅れ

くて、運営する先生側にも戸惑

り組みは山梨で唯一、前例もな

ているのかどうか。ＳＧＨの取

石原 学校がうまく対応でき

きた。

由から探究科を選ぶ。しかし勉

果になるが。

先生方の共通の理解がほしい。

石原 先生の温度差もかなり

あると思う。

一高はどうなってほしい

石原 視聴覚室に名前が残る

部活にも圧迫がかかると思う。

いとか、情報の伝達ができてい

人が増えてほしい。視聴覚室が

るとなったら寂しいなと感じる

解してくれる環境がないと厳し

大きくなるといい。

と思うが。前例のないことで 、 昨年ＳＧＨの活動は土日にも行っ
ていて、部活に来られなかっ

なくて２年生は厳しい状況だっ

強の質が落ちてしまうのならば

下の階に行ったら英語科がいな

たと思う。

清水 先輩たちはＳＧＨとい

清水 ＳＧＨの活動によって、 奥山 昔の一高に戻るといい。

い。

普通科に入って勉強に専念する
と思う。高校生活でのメインは

何か良い対策はあるか
石原 探究活動をプラスする

た後輩を見てきたので大変だと
思う。探究科の生徒の部活への

いという経験は感じられないの
でどうなのかなと思う。

う取り組みを知らずに一高に入

古き良き伝統をいい形に復活で

ことで授業がつめこみになるの

きるといいし、山梨県屈指の学

取り組み方もしっかりとした学

ＬＨＲなどの時間がつぶれてし

なら、授業を週全て７時限にし

まうのは正直辛い。先輩たちは

てしまうのも良いのでは。

学してきたと思うが、入学して

校側の提示がないと、勉強やっ

どう思った？

て部活やって探究活動やって

まって何かを決めたりしている。 できる学校になってほしい。

普通科として思うことは

石原 特進としては、英語科

受験勉強と考えたい。探究科の
受験勉強のあり方は入学する生
徒に提示する必要があるのでは
ないかなと思う。

校になってほしい。

きなり、君たちはＳＧＨの１期

三村 最初はみんな受け入れ

どうしているか。

となると多分死んでしまう。

石原 探究科と決まったので

奥山 週全て７時限を１年か

がなくなるとちょっと張り合

三村 ＳＧＨは手を抜こうと

個人の時間を削っているという

探究科に入った人はどん

思えば抜けるが極めようと思え

生だから後輩の見本になるよう

形になってしまっている。あ

清水 伝統校なので、時代の

だと思える高校になってほしい。

三村 生徒がやりたいことが

いがなくなってしまう。今は

ば好きなだけ極められると思う 。 それをしたくて入ってくる人た

にと言われた。何も知らされな

だからと言って、教科ごとた

いまま、理解もできてないまま、 と、土学（土曜学習）が自習

三村 クラス全員が土日に集

特進と英語科が同じ授業を受け

ちならいいんじゃないかな。

紙とペンを渡され、調べたこと

たくない雰囲気がでていた。い

な進路に進むと考えるか。探究

勉強時間では今の英語科に＋３

ら続けるなら力になるね。

活動を活かした進路が待ってい
るなど英語科を近くで感じられ

どこで線引きをするかというこ

時間になるから他の学校には負

流れもあるが、伝統も大切にし

水上 一高じゃなきゃだめ

生徒が積極的になるといい。

ると考えるか。
る機会も多いので、学力面でも

とは重要になると思う。

三村 探究科が実際に成功し
同じ一高生として考えることが

ている京都府の堀川高校では、

のか、部活ではどこまでやるの

できる。しかし探究科２クラス、 石原 ＳＧＨでどこまでやる

探究科ができたことによって国

普通科が特進なしの５クラスと

か、ときっちりと決めていく

くさんの課題が出され、土学が

公立の進学率が格段に上がった

なると、探究科と普通科が別々

を書いてきて。と言われ…。

三村 ＳＧＨの授業は授業内
ことから、一高もそんな期待を

の学校にいて、入って出る門

けない量になる。

るが、どんなに良い人材が育成
で終わらないことが多くて、図
込めて成功させようと試みてい

探究科になることについ
されても高校生の一つの目標と
書館などで夜９時まで作業した

は「活動内で生徒が教員と比べ

りで生徒会運営をすることはな

も確かにあるが、先生の言いな

することができた。生徒の勢い

た、ほとんどの一高生は受験競

動を起こそうとも思わない。ま

見も言わなければ自分たちで行

かるように、生徒自治の成立に

三村 ただ、現状で英語科が

なる大学受験を突破できないと

て最初に思った印象は。
清水 英語科がなくなること

どのくらい権限をもつか」で、

必要な条件に「生徒の活気」は

確かに生徒自治会という組織も、 新聞では以降、「生徒自治会」

それぞれ５段階の自己評価を示

ように、とにかく生徒の活気が

といった生徒自治を示す表記は

争に打ち勝つための勉強や部活

溢れている。だから生徒自治と

共通して言えることだろう。し

も生徒主体の運営はできている。 制定当時の甲府一高においても

が違うと思えてしまいそう。探

実際、昨年行われた体育祭（球

るのではないかと感じる。だか

いてさらに詳しく聞いた。ここ

ことも多かったが、それによっ

では、そのうち生徒自治の成立

話にならないので心配になる。

一高 に残る 「 生徒 自治 会」

が、最初はショックだった。

「評議会」「理事」といった

かし、今の一高生は良い言い方

ほとんど現れなくなった。最近

い」と語った。甲府工業高校

動にも真剣に励むため、忙しい

欠かせない。これは生徒自治法
一高には「 生徒

技大会）は実は悪天候のため先

他校の生徒会と何が違うのか不

してある。

高校生活を送っている。よっ

いう言葉をわざわざ掲げなくて

自治」という言葉

に関する２項目に絞って取り上

をすると「真面目」だが、比

究科になることで２つの科の間

かは不安に思う。

言葉が使われるようになった。

げる。結果は左グラフの通りだ。 生方により中止にされそうになっ

較的大人しい。よって先生に言

にどのくらいの距離ができるの

水上 堀川高校は探究科が作

がある。しかし「実質的に生徒

その後

われたことには嫌でも従い、意

明瞭である。では、なぜ生徒自

では「一高は『生徒自治なんだ

では多くの一高生が想像するよ

数年は生徒自治が非

自治は存在しない」「名ばかり

たが、生徒の安全に対する配慮

ら、進路としてはそんなにかわ

奥山 英語科としてＳＧＨの
になったと思う。またインター

られたことで何が変わって、
探究科がどうしてできる

を先生方に説明したことで実施

治はなくなったのか、本当に生

うな生徒自治が成り立っている

て、生徒自治のための改革や、

最も目立つのは、２項目とも

ようである。

５という自己評価をした甲府工

業高校だ。どうしてこのような

から』もっと生徒主体に」な

うな言葉が頻繁に聞かれるよう

評価をしたのか、詳しく話を聞

どと、生徒自治を意識させるよ
日の総体会場で行

いた。生徒会長の桑原千代之介

校に生徒自治に関する調

校

査を５月

になったものの、実質的には他

さて、一高で生徒自治を蘇ら

◆生徒自治とは

学園生活における自治的教養を

自治法の前文には「生徒自治は

山梨県立甲府第一高等学校生徒

徒自治が成立しているか否か」

行った。質問した項目は「生

１人に生徒自治に関する調査を

の生徒会本部を対象に、代表者

の県立、公立、私立高校

うか。

（志村）

あるのではないだろ

いて再考する必要が

わる一高の将来につ

改めて生徒自治に関

力が薄れている今、

しかし、生徒自治の

することはできない。

治の良し悪しを判断

えると一概に生徒自

時代背景や校風の変化を踏ま

極めて困難なのでは。

と、一高で生徒自治を行うのは

いのが現実である。そう考える

熱心に活動をする程の時間はな
校の生徒会活動との違いは明ら

君（３年）は「工業では多く

せることは可能なのだろうか。

一高の生徒自治は甲府中学校

高めることを目的とし、個人の

や「生徒自治の必要性を問う」

◆生徒自治は蘇るのか
かではなく、「名ばかり生徒自

の高校で行っている挨拶運動を

い考察してみた。

治」であるともいえるだろう。

甲府工業高校への取材からもわ
年（１９４８）に

から甲府第一高等学校に改称さ
れた昭和

自由を尊重しつつ私たちの学園

などの６項目。また回答を受け、

日、県内

生活を向上する責任を全生徒個

各校それぞれの生徒会組織につ

新聞部では５月

人が負うことを宣言する」と記

校

されている。これにより、今も

はじまった。翌年に制定された

◆生徒自治に関する調査

しなくても自分から挨拶をする

徒自治は必要なのか、県内の高

しば指摘されるのが現実である。 和

縦軸は「生徒会の目標に見合っ

らないと思う。

取り組みから外れた学年だが、
ネットで調べたことや自分たち

その結果になったの？

ことになったと考えるか。

よって、理数科と並ぶ人気が

た活動ができているか」、横軸

て自分の意見を持つということ

と思うし将来的に役に立つこと
一高英語科というものがなくなっ
の憶測で話すのではなく、実情

三村 堀川高校も探究科は勉

三村 探究科になってしまっ

でるのではないかな。

良かったと思えるようにするに

年に創刊された甲府一高

が普通の高校生よりできるよう

が学べると思う。私自身は探究
てしまうのは寂しいし、ＳＧＨ
はどうなのかと考えることがで

う現状があったのでは。

て入るかどうかは別。
石原 人気を出すには名前で

奥山 探究科１期生の卒業生

石原 高校受験の時、普通科

て仕方ないなという寂しい気持

生も１０００人程度なのでその

は、どうしていくべきか。

中学生が探究科に入って

中に入ることができたのは誇り

常に盛んな状態が続いたが、昭

内容としては興味が持てる。

活動をたくさんしていきたいと
の恩恵が得られる下の学年が羨

はＳＧＨの活動が広がっていく

思うので、そういう意味では下

強＋探究活動となったことで生

奥山 やはり英語が多いから

きるようになったのはＳＧＨを

だと思う。理系を選ぶ人は英語

ましいというか悔しいというか

徒が自分のやりたいことを見つ

科だと英語の授業が多くて理数

の学年を羨ましく思う。

けて勉強にも身が入ったことで

系の時間が足りない。学校側と

行ってきたからだと思う。

結果につながったと言われてい

思いがある。探究科設置は時代

水上 探究科についてあまり
良いイメージは持っていない 。 の流れ。大学側もペーパーテ
もし皆さんが中学生だっ

たら、普通科と探究科どちらに

ストから面接重視に変更するな
ど、特別な才能を持つ人材を求
入りたいか。

いうスタンスは変わらないと思

水上 定員割れしているから

もし自分が探究科に入ったとし
ても大学受験でどうプラスにな
めているので、個々の個性を出

清水 私は普通科と探究科だっ

うから、変わるとしたらやりた

イメージを変えたいと思った

しても英語科という科である以

るかわからない。中学生が探究
すための勉強としては良いと思

たら探究科に入る。でも、英

いことが見つかって、レベル

る。

科と聞いて入りたいと思えるの
う。文理分けでなくて、柔軟

語科と普通科の選択よりは悩む

上、理系への対応が難しいとい

か、英語科や理数科に比べると
なコース設定があるのは、文

英語科の３人は英語科が

奥山 一高が進学校であると

認知度も低く、何を学ぶのかわ

と思う。英語科だと英語を行い、 が高くなっていくのではと思う。 のでは。探究科にしたからといっ
優秀なイメージがある。県内
でも名前が知られていていると

清水 最初聞いた時はショ ッ

で決まると思う。世間が高校を

はなくて内容で売っていくべき。
いと小学生の頃から思い、勉強

クで信じられなかった。英語

見るうえでは進学率は欠かせな

なくなることはどう思う。

た２年生の２人は、昨年度の探

してきたので、英語科ではなく

科をなくしてまで探究科を作る

思う。私は一高英語科に入りた

究活動の感想を教えてほしい。

探究科では入りたいという気持

ＳＧＨを１年間行ってき

ては良いと思う。

かってもらえるかなと感じた 。 理を決めていない中学生にとっ
英語科は英語に偏るイメージが
あるかもしれないが、英語科を
なくしてまで探究科をつくる必

三村 最初はあまり良いイメー

水上 私は一つの事を調べ通

要があったのかと思えた。

ジを持たなかったが、探究科

をあえて選んだ。その理由とし

ちだが裏を返すと、英語科は

いし、３年後の卒業生の結果に
は楽しんで行えたが、ＳＧＨの

ては、英語科は英語に偏るとい

必要性はまだわからない。

調べていく中で成功している例

課題が他の勉強の課題の重荷に

うイメージを持っていたので

ちは減るかもしれない。

をみたり、良い面、悪い面を

なってしまったこともあり、

どの教科もまんべんなく学んだ

について調べる機会があって 、 すことが好きなので、活動自体

知ることができたりしたので今

その時は辛かった。将来、役

方が良いかなと中学生ながら考

に思う。

石原 大学受験のための勉強

えたから。探究科というと英語

年の歴史しかなくて、卒業
に立つとその時は実感しなかっ

石原 名前が変わるというこ

|

ではないか」ということがしば

しかし探究科が決まったからに

【座談会に参加してくれた５人】

はどちらとも言えない。

とに驚きを感じた。内容を見て、 たが今思えば、良い話が聞けた
と思う。

20

13

23

|

|

13

|
社会に役立ちそうと思う面もあ

|

基調講演になってしまうので 、 ていきたい。 （志村・増坪）

|

１年間かけて折り合いをつけて

|
|

25

20

|

10

今年の入学生が25期生となる英語科が今年度
で廃止され、来春から探究科２クラス、普通科
５クラスとなる甲府一高。生徒はこの発表をど
う受け止めているか。６月16日に座談会を行い、
本音で語り合った。参加してくれたのは、英語
科・清水咲帆さん(１年)、三村聖知さん(２年)、
奥山泰樹君(３年)、普通科・水上あすかさん
(２年)、普通科特進・石原宗峻君(３年)の５人。

|
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改正道路交通法が６月１日に施行され、自転車運転

張 り た い 」 と イ ン タ ー ハイ
への意気込みも語っていた 。

関東大会
試合結果

われた。個人戦のダブルスに

とができる。それを生かした

２人の力が３や４にもなるこ

甲一０

男子団体形・２回戦

土方（神奈川）

●アーチェリー部

６市前橋（群馬）

男子団体・決勝トーナメン

甲一０

ト１回戦

男子個人

藤原俊（ ３年） 決勝トー

油井彪（ ２年） 、 青木勇

女子個人

５ 県船橋

（千葉）

矢嶋泉穂（２年）決勝トー

ナメント２回戦敗退

徒の皆さんの何事にも一生

先生方の素晴らしさや生

こと、 たくさんありまし

だっ たこと、 難しかっ た

楽しかっ たです。 大変

◆今井磨亜弥（生物）

好きになってください。

な音楽を聴いてバンドを

た実習でした。 ぜひ色々

で自分が大きく成長でき

皆さんや先生方のおかげ

い出してしまいました。

直で真面目な一高生で、 教

ていて嬉しかっ たです。 素

徒がすごく良い意味で変わっ

自分が一高にいた時と生

◆秋山大地（ 保健体育）

感じることができました。

が、 多くの喜びや楽しさを

に難しいこともありました

たと思っていて、それだけ

の中でもクラスに一番関わっ

ばせて頂きました。 実習生

教員の卵として奮闘した。先輩方に実習の感
想など、感じたことを寄せてもらった。
◆久島優貴子（国語）

学祭準備期間ということ

ます。 ここで過ごした３週

３週間ありがとうござい

◆新谷壮史（ 保健体育）

●陸上部

男子５０００ｍ

佐野光（３年）

位

増 坪 玖実

志村敢人

〈 甲一新聞部員〉

分

秒

ある人は入部してほしい。

行くためにも、 ぜひ 興味の

新聞の良き伝統を引き継いで

と １号 と な っ た 。 甲 府 一 高

作成する新聞は残すところあ

最後に３年の先輩と一緒に

感謝している。

力してくれた皆さんにとても

い時期にもかかわらず、 協

した。 学園祭準備中 の忙し

けて、 初めて座談会 を実施

今回、 探究科の発 表をう

い忙しさとなった。

未だかつて経験したことのな

ど、 様々なものが重なり、

発表の練習、 部活の 展示な

月号も学園祭の準備やクラス

に なっ た 。 し か し 、 そ の ６

６月号を４面で発行すること

ため、５月号が間に合わず、

体特別号と総体号を作成した

す る予 定 だ っ た 。 し か し 総

載した５月号を５月中に発行

本来ならば４月の話題を掲

大変厳しいものだった。

６月号発行までの道のりは

18

平林君は「初の関東大会で
全体的にレベルが高かった 。

の両日、狭山市智光山公園テ
出場した権太圭吾君・平林諒

ダブルスはシングルスと違い、 ●空手部
関 東 高校 テ ニ ス
ニスコー ト（ 埼玉県） で行

ことで勝つことが出来た。ま

女子個人形・１回戦

将（ １年） 、 老松大河（ １

５東洋大牛久

大 会が ６ 月６ 、 ７
君ペア（ ともに３年） が３

た 、 練習 は 試 合 、 試 合 は練

長谷川光妃（３年）

ナメント１回戦敗退

位に入賞し、山梨県内では初

習ということを忘れずに、試

（茨城）

という快挙を成し遂げた。

年）予選敗退

合に臨むことが出来たことが

女子団体形・３回戦

ト１回戦

５上田（高崎商）
良 か っ た と思 う 。 ま た 、 い

甲一０

甲一１

０

回戦、 ミスをしてしまっ た

つも試合を行っている場所で

女子団体組手・２回戦

権太君は「シングルスで１

が、気持ちを切り替えてダブ

は な か っ た た め コ ー ト が小

４ 東農 大第 二

（群馬）

女子団体・決勝トーナメン

ルスに臨んだ。相手の選手は

甲 一１

５水城（茨城）

ダブルスで実績があったが 、 さく見えるなど緊張したが部
気持ちで負けないようにした。 活のメンバーがわざわざ会場
まで応援に来てくれたので落

●テニス部

心 がけ た こ と は 、 サ ー ビ ス

シングルス・１回戦

三井華佳（３年） 同トー

ナメント１回戦敗退

小林千尋（ ３年） 、 荒木

「 実習期間は長いようで

懸命な姿に、刺激を受けた

た。 でも本当に良い経験

員でもない私の授業を聞い

日菜子（１年）予選敗退

あっ という間」 という人も

２週間でした。 このような

で、 良い勉強で、 良い３

てくれて、さらには「先生」

６石沢・

多いかと思いますが、 私は

環境の中で教育実習をさせ

週間になりました。関わっ

と呼んでくれる一高生、 忙

権 太・ 平林 １

ダブルス・準決勝

（足利工）

６田村

ち着いて試合を行えた。今後

からの大会に生かしていきた

ゲー ムをキー プし、 相手の

関東よりも強い選手が多いイ

い」と今後の抱負を語った 。

権太圭吾３

ンターハイがこれからあるの

（神取）

レシーブをブレイクすること。 の課題も見つかったのでこれ

でベスト８に入れるように頑

この３週間が長く感じまし

て頂けて幸せでした。 先生

てくれた方々に本当に感謝

日で終わっ

た。 １日１日が新鮮で線香

方、 生徒の皆さん、 本当に

しています。

先輩方による教育実習が６月

花火のパチパチが３週間続

ありがとうございました。
きたと思います。特にＨＲ

た。長い先輩で３週間、短い先輩で２週間、

いているようでした。 そん

の２年６組の生徒にはお世

もあり、土日や放課後にた

間というのは、 これからの

神取茜音

一高生は挨拶がしっ かり

◆小田切彩（国語）

◆清水悠貴（英語）

くさんのクラスの皆と関わ

しい中指導してくれた先生

な私にとっ て刺激的な日々

皆さんがすれ違う度に挨

ることができて良かったで

中山志穂

拶をしてくれて、毎日がと

方にとても感謝しています。

ても気持ちよく過ごすこと

人生の糧になると思います。

◆細田明里（音楽）

一だと思います！暖かい先

実習の全てが勉強でした 。 の授業開始時の号令は全校

◆大澤一真（国語）

生方と素敵な生徒たちに恵

す。 何事にも熱心で一生懸

としていてさわやかでした 。 話になりました。

先生方がお忙しい中、 指導

ができました。 あっ という

き、良かったです！

してくださり本当に感謝し

まれ、 私の３週間は非常に

生徒の皆に何を教えられた

中でも１年７組の生徒たち

ています。 一高生の皆はと

充実したものとなりました 。 間で充実した３週間でした 。 命で明るい１年３組が大好

のかわかりませんが、 皆か

ても優しく授業を聞いてく

きです。

ら学んだことはたくさんあ

これからも挨拶を大切にし

ります。 またいつか成長し

◆松平隼人（地理）

◆小林怜央（保健体育）

れました。 生徒の皆さんや

今村先生のご指導の下、
◆出澤拓磨（化学）

た皆と会えるのを楽しみに

てください。

この実習で生徒との関わり

しています。

とても忙しく、 しかし充

懐かしの一高に戻っ てき

方について、 多くの事を学

実した２週間でした。 一高
生の元気な姿に励まされて

て、 思わず高校生の頃を思

先生方から学んだことを活

なんとかやりきることがで

16

の取り締まりが厳しくなった。その背景は悪質な自転
車の危険運転による事故の多発にある。自転車交通事
故は全国各地で発生している。最近では、死亡事故も

運転が多いことがわかる。

多発していて、高額な損害賠償金を請求されるケース
が起きている。
今回の法改正によっ て、

ことで自転車に乗るときの意

取り締まりが厳しくなった

視や音楽を聞きながらの運転
識が変わったという声も多く

歳以上の運転者が信号無

項目の危険行為」
聞く。伊藤李枝さん（２年）

|

|

など「
を３年以内に２回以上反復し
は「道路交通法が新しくなり、
違反行為が具体的に分かった

た場合、約３時間の講習が義
務つけられる。この際手数料

乗るようになっ た」 と普段

として５７００円が徴収され、 ことで一層注意して自転車に
受講命令に従わない場合には
の心構えを語った。
本校では全校生徒８１９人

５万円以下の罰金が課せられ
る。講習内容としては事前説

転車は便利で気軽に利用でき、

中６４７人（一部区間も含め）

ルなどに関する講習を受けた
免許を必要とせず幅広い年齢

明の後に小テストを行い、自

後 、 再 度 小 テス ト を 行 う 。
の人が運転する。だからこそ、

が自転車で通学している。自

また最後の統括として感想文
自転車も車両の一種だという
ことを忘れずに、常に安全運

|

を皆さんと過ごすことがで

|

転車事故のリスクや自転車ルー

分もとられ

ている。３時間という講習時
転を心がけることが必要とさ

を書く時間が

間は自動車の違反者講習より
れる。

（中山）

も長く、それだけ悪質な危険

①信号無視 ②通行禁止違反 ③通行区分違反
④歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ⑥酒酔い運転
⑦遮断踏切立入り ⑧交差点優先車妨害等
⑨交差点安全進行義務違反等 ⑩安全運転義務違反
⑪環状交差点安全進行義務違反等 ⑫指定場所一時不停止等
⑬歩道通行時の通行方法違反
⑭制動装置（ブレーキ）不良自転車運転
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E-mail shinbunbu@first.kai.ed.jp
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21

〈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

【３位入賞に喜ぶ権太・平林ペア】
かし日々、 勉強していきた
いです。
◆中島咲（国語）

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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