高校生の「文化の祭典」である第
月から

月の２カ月間、コラニー文化ホールをはじめとする県内の各会場

回山梨県高等学校芸術文化祭（芸文祭）

36

部門、総勢２７４人の生徒が参加した。

13

【箏曲部】日本音楽部門
芸術文化祭賞（全国へ）
【美術部】美術・工芸部門
芸術文化祭賞

（全国へ）

加々美洸介（２年）

優秀賞
深澤素礼（２年）（全国へ）
深谷明日香（２年）
ポスター部門
奨励賞 安部桜（１年）
【新聞部】新聞部門
最優秀賞（全国へ）

【文学部】文学部門・詩
芸術文化祭賞
新藤梨奈（１年）（全国へ）
【ア・カペラ部】合唱部門
優秀賞
【吹奏楽部】吹奏楽部門
優秀賞
【茶道部】茶道部門
茶道体験作文優秀賞
梅澤佳世（３年）

「 もっ と楽に～

【自然科学部】自然科学部門
優良賞
快適に自転車に乗るための方
法Ⅵ」「ＤＹＥ～草木染め」

ため、部員一丸となって細か

全国にふさわしい演奏をする

ことができ、努力が報われた

にいかず苦労した。入賞する

業量が多くなかなか思うよう

のは難しい。それに、

があるから一つに絞る

「どれも良いところ

━ 好きな本

かれたこと」

ｅｒ ｔｏ」の意味を聞

ていて、「ｉｎ ｏｒｄ

いところも気にして、みんな
ので嬉しい。今よりもレベル

俺の考えを押しつけた

（永遠の怪獣役）」

の気持ちを合わせたい」
の高い状態で全国大会へ挑み

くない」

した。総文祭に出るからには、 でいる工場風景を描いた。作

■美術部・加々美洸介君
たい」

して、孤独を感じた方

「 一人旅。一人旅を

くべきこと

━ 高校生活でやってお

「 作品名は『 群蛙図』

り考えていて、大変だったが

は朝から晩まで絵のことばか

（ 左写真） 。 描いている時

一生懸命書いたので良い結果

文が長くとても大変だったが

「 作品名は『 楽毅論』 。

■書道部・中込智惠さん

インタビ ュ ー 。 先生 の

める 、 古屋 彰 士先 生 に

生徒からの高い支持を集

今回は充実した授業で

「教室の後ろにある

━ 高校時代の思い出

て、常に怯えていた」

「担任の先生が恐く

会を増やして欲しい」

性と一人で向き合う機

ものと出会い、その感

良いなと思っ たりする

━ どんな高校生だった が良い。そして、自分

先輩方に肩を並べられるよう、 を残すことができ嬉しい」

充実していた。一美の偉大な

■新聞部・増坪玖実さん

人柄を紹介する。

ンツ優勝』と書いて、

黒板に『祝！ジャイア

きがかわいいから）」

「 平々凡々（音の響

━ 座右の銘

が美しいと思ったり、

全国でも上手な人達の技を吸

「６年連続全国大会出場が

━ 経歴

恐い担任の先生にすご

か

収してきたい」

決まりとても嬉しい。今年度

「 一 高に 勤 務し て 今

「 一高生って誰のこ

━ 一高生の印象

も総文祭で多くのことを学ん

━ 高校時代印象に残っ

く怒られた」

「身近なアルミニウムの性質」

年で２年になる」

だ。これからの新聞作りに活

━ 授業で意識している

「春休みの課外の朝

ば真面目な方々が多い」

が、私なんぞに比べれ

かしたい」
■文学部・新藤梨奈さん

「 笑い 。 ただ ゲラ ゲ

一番の授業で、オウム

━ 一高生に一言

と。一概には言えない
「作品名は、『独りぼっち

ラと 笑っ て い る授 業 が

真理教による地下鉄サ

ていること

文芸評論文芸研究

のー。 』 。 一つ一つの言 葉

楽しい授業というわけで

「自分が孤独だと言

こと

優秀賞 塚田花音（２年）

のイメージを大切にして書き

リン事件が起きた、 と

と、私をいじめないで

はな いが 、 授 業の 中 の

路指導主任の藤原先生）

上げた。隠喩を使い、わざと

━ 休日の過ごし方

ください」

うことに気付け。それ
あるストーリーを作ることに

に言われたこと。 その

藤原剛先生（本校、 進
■美術部・深澤素礼君

「 学校 に来 るか 、 子

作りも考えていて、山梨全体

私たちの案が実現し、山梨だ

たが優勝できて良かっ た。

もあり完璧な発表はできなかっ

してしまった。プレッシャ ー

前の人たちの発表を聞き緊張

受賞について「この本の感

て執筆した。

うなことが起こるのかについ

際に施行された場合、どのよ

で行われる出版物の検閲が実

書館戦争」を読み、小説の中
石紬織物などでのランドセル

リー ダー の大沢まり萌

第

感想文コンクール

回青少年読書

佳作 飯島寿妃加（３年）

キャッチフレーズ

明るい選挙啓発

服部廉太郎（２年）

（聞き手・有野）

苦労した。最高の賞をいただ

の伝統工芸品復興をプランニ

けでなく日本の伝統工芸品全

想を思いのままに綴ったので、

富士勝山スズ竹細工、甲州大

ングしている。

体に注目してもらえると嬉し

和紙のほかにも、甲州印伝、

くことができ嬉しかった」

授業のことは良く覚え

要素として大切だと思う」

■箏曲部・石丸青空さん

「作品名は『Ｔｈｅ Ｆａｃ

「 曲名は『 グリー ンウイ
ンド』。みんなでかけ声を合

アコー ス」 で、 ＳＧＨ２年

を発表する「ビジネスアイデ

ｔｏｒｙ』。機械の入り組ん

回山梨ビジネスプラ

わせながらリズムをとり練習

第

ンコンテスト（やまなし産業

このような賞を受賞できると

○自由読書の部

入選 渡辺百香（１年）

い」と受賞の喜びを語った。

（ ２年） さんは「 発表順が

日

生９班が、最優秀賞を受賞し

月

最後から２番目だったので、

も嬉しい」と笑顔で話した。

佳作 長田春香（１年）

は思っ ていな かっ た。 とて

た。 メンバー は大沢まり萌

この他に、感想文の部で村

清水咲帆（１年）

橋川実穂（１年）

（ １年） 小澤美由紀さん

年）が優秀賞、橋川実穂さん

代永優花（１年）

佳作 塚田花音（２年）

○課題読書の部

歴科・公民科部会主催）の入

論文の部で小泉秀佳さん（２

さん（ ２年） が優秀賞、 小

松理緒さん（１年）渡辺萌絵

（中山）

に開催され、ビジネスにつな

支援機構主催）が

どもの面倒を見ている。

読みにくくしつつ、一貫性の

【その他（文学部門）】

「 貝割れ大根の育て方」

回全国高等学校総合文化祭広島大会への

40

中込智惠（２年）（全国へ）

日から行われる第

30

出場を決めた。（増坪）

門で、来年７月

今年も箏曲部、美術部、新聞部、書道部、文学部の５部が、県内最多の５部

で行われた。本校からは

が

所
行
発

さん、 林田庸佑君、 保坂拓

回小論文・感想文コン

回税に関する

高校生の作文

笠井洋祐（２年）

甲府税務署長賞

第

（２年）が優良賞を受賞した。

佳作 塚田花音（２年）

第４回石橋湛山平和賞

（有野）

月６日に行

賞者の発表が

われ、本校から有野佐恵さん
（ ２年） が感想文の部で最
優秀賞を受賞した。
有野さんは有川浩著の「図

最近、 ふるさと

納税が注目を集め

ている。 ふるさと

納税とは、 簡単に

いうと自治体への

寄附金のこと。 個

人が自治体に２千円以上の寄

附を行うと所得税や住民税が

控除される制度で、２００８

年に始まった▼注目を集めて

いる理由は、生まれ故郷の自

治体でなくても寄附ができ、

さらにお礼の品がその土地の

お得な一品でもらえことから

だ。また、寄附した金額の使

い道を自分で指定でき、複数

の自治体に行うことができる

億円以上集まった市がある

という点にもある。１年間に

たい。

（神取）

来年もふるさと納税に期待し

活性化にもつながっていく。

持ち寄附することで、山梨の

の。多くの人が山梨に興味を

で納税者のみに適用されるも

る▼ふるさと納税は寄附制度

年育成に関する取り組みであ

富士山保全と環境美化、青少

ふるさとの水を育む森林保全、

して指定することができる。

い道は、３つの取り組みに対

ている▼また選べる税金の使

ど、県内各地の特産品を贈っ

イン、甲州牛、印伝の小物な

干し、煮貝、甲州地どり、ワ

る。返礼として南部茶、小梅

上の寄附者に対して行ってい

いる。県では寄附額１万円以

税を県および市町村で行って

嬉しい▼山梨でもふるさと納

そ２千円で貰えるのはお得で

除分を考えると自己負担およ

トは、品切れが出るほど。控

る黒毛和牛１キログラムのセッ

で１万円以上寄附すると貰え

のセット。特に佐賀県上峰町

る中で、今人気なのは高級肉

さまざまな特産品のお礼があ

という人気ぶり▼各都道府県、

10

１２月号
14

がり、 夢のあるアイディ ア

磨君、渡邉萌絵さん
の４人。
メンバーはファッ

第

【有野佐恵さん】

11

【書道部】書道部門
優秀賞

【グランドステージで演奏する箏曲部（コラニー文化ホール）】

甲府市美咲二丁目13-44

21

10

甲府一高新聞部
11

61

54

スなどの多くの海外
で注目されているラ

ンドセルに目を向け、 テスト（県高校教育研究会地
山梨県の伝統工芸品
である和紙を使用し
たランドセル作りに
ついて、研究してい
る。

11

小論文・感想文
コンテスト

24

ションとしてフラン

【受賞を喜ぶメンバーたち】

第２４９号（創刊1947年5月20日）
2015(平成27)年12月25日（金曜日）

を深めることを目的としている。１日目は山梨から沖縄への移動後、ガ

マの入壕体験と首里城を見学、その後国際通りで自由行動を行った。２
日目は平和記念堂で沖縄戦の講話を聞き、ひめゆり平和記念資料館を見

学した。その後はクラス別で、植物園や美術館、大学などを訪問した。
３日目は班別タクシー行動で、体験学習や自然に触れた。４日目は海洋
博公園と公園内の美ら海水族館を見学した。

いつもとは違う空間で、学び、生活することで、たくさんの経験をし、
（増坪）

水上あすかさんは「信じられない

る平和講話を聞く（９日）。

平和祈念堂で、照屋盛行先生によ

団は、１２月８日から１１日までの４日間、沖縄県を訪れた。この研修旅

ほどの残酷な話も聞き、沖縄戰の事

日の夜）。エイサーとは、沖縄

宿舎で、エイサー鑑賞と体験を行っ
た（

県の伝統芸能で、お盆に祖先の霊を送
迎するために踊る。
遠藤麻帆さんは「ステップが難しかっ
たが、音に合わせて太鼓を叩き、体を
動かすことがとにかく楽しかった」と
笑顔で語った。

国連気候変動枠組み条約第 回

締約国会議（ＣＯＰ ）がパリ

普段から机の上はどのよ

ないプリントなどは捨てる。

高鳥 何カ月かに一度使わ

るか、 だいたい把握している

に物は多いが、 何がどこにあ

本を高さごとそろえて並べる 。

最後に一言

事項が何か一目でわかるよう

必ず元の場所に戻す。最優先

以外置かないようにしている 。 握しておきたいので使ったら

ズは「オキシクリーン」と言

渡辺 オススメのお掃除グッ

だと思う。

なことを進められるすごい人

を置いておける人は同時に様々

机の上にたくさん物

に目の前の棚には右から、明

う洗剤。 これだけで服もシン

高鳥

は置かない。席を離れる時に

日までにやる物、真ん中に２・

渡邉 何がどこにあるか把

机の上は片付ける。

３日中にやる物、一番左に１

クもお風呂も鍋も洗えるので

武田

見ての通り片付ける

机の上になるべく物

余裕がないので物が積み上がっ

週間以内にやる物、の順番に

渡邉

ている。机の上はその人の精

（机を見て）みなさ

「 １年生だけだっ たが全体的に

団長の岡本 友君（ １年） は

いる。今年一年を振り返り、

ある大晦日もそこまで迫って

休みに入る。１年の終わりで

明日から、待ちに待った冬

ん、 こうはならないように。

武田

大掃除に大活躍するはず。

普段から心掛けているこ

１年に１度するだけ。机の上

場全体に行き渡る大きな声で応援

応援形態の変化などから応援活動

は上手くまとめることが出来た。

歌を歌った。

第８回山梨県高等学校応援団発

の意義が薄れてしまうという負の

新聞部は、今月号から新た

表会「 大連盟旗への集い」 が、

に１年生が加わり、４人で新

来年、良きスタートを。

聞を作っている。作成してみ

しかし、 先輩方の演舞に比べま

熱く語っ た。 副団長の有賀颯汰

て、１人増えただけであるが

連鎖を打破するために行われてい

日に山梨学院大学

一高はトップバッター

君（ １年） は「 始まる前は緊張

作成する幅が大幅に広がるこ

周年

月

を務め、「希望の光」を

していたが、 始まるとあっ とい

とを改めて実感した。来年か

だまだ未熟なので、 もっ と練習

始めとする応援歌を披露

う間で、 楽しみながら披露する

らは特集など、大きな記事に

し伝統をつないでいきたい」 と

し、最後に校歌の演舞を

ことが出来た。 他校とのつなが

るもので、 一高は２年ぶりの参

行った。応援団２人の堂々

も取り組んでいきたい。

来年も頑張りますので、よ

りを感じ、 協力して成功させる

（増坪）

〈甲一新聞部員〉

想を話した。

令した。利益最優先の産業ではな

ろしくお願いします。

動車からの排気ガスは地球温暖化

未満に抑える目標を掲げた上、各

業革命後の世界の気温上昇を２度

燃やしていること。この他、家

電所が十分な環境設備を持たずに

内で採れる安価な石炭を工場や発

を占めている。原因は、中国国

京市は今月 日、大気汚染警報で

そくを引き起こす恐れがある。北

と肺の奥まで入り、肺ガンやぜん

を多く含み、一定量以上吸引する

ピレンという発ガン性の高い物質

ルでの環境保護へとつながってい

ことが日中関係の改善、世界レベ

は今以上に必要ではないか。この

業や大学の環境に関する技術協力

は言えない。しかし、日本の企

有野 圭

中山志穂

神取茜音

増坪玖実

また新たな産業を生み出すといっ

く、環境汚染への取り組みが二酸

大気汚染物質ＰＭ２・５は、２・

たコベネフィット（相乗便益）

だけでなく、深刻な大気汚染にも

野球部員も駆けつけ、会

とした姿に、大きな歓声

加となった。

【形を披露する岡本君】
年から５年ごとに目標を見直し、
世界全体で進歩を検証する。

上昇、今すぐ大胆な対策が必要と

５マイクロ㍍以下の微少粒子状物

化炭素削減にもつながり、それが
を含むすべての国が参加する２０

される。特に中国の二酸化炭素排

つながっている。

２０年以降の新たな地球温暖化対

国が温室効果ガス削減の自主目標

庭用暖房として使われる安価な練

（有野）

を作成、国連に提出し国内対策を

くはずである。

実施する義務を負う。各国の削減

どで日中関係は良好と

閣諸島の領有権問題な

力が不可欠である。尖

刻な環境問題は国際協

また、こういった深

にもっと着目してほしい。

現在、地球の温度はすでに１度

が会場をわかせた。また 、 ことができて嬉しかった」 と感

記念 館 で 行 わ れた 。 大連 盟旗 へ

とはありますか？

武田 特にない。大掃除を

神状態を表していると言うが 。 ものを置いている。

で机の上にはその時使うもの

ただ効率的に仕事をしたいの

高鳥 特にこだわりはない 。 使っ たものは元の場所に返す 。 ので物はなくならない。

うな状態にしていますか？

|

|
の集いは、 応援団員の減少や、

上の片付けについて、話を聞いた。（中山）

質で有害物質と結合する。ベンゾ

日、途上国

20

出量は世界１位、全体の ・８％

月

12
策「パリ協定」を採択した。産

で開催され、

一年の汚れを落とす大掃除は年末の恒例行事だ。
そこで今回は職員室をのぞき、３人の先生に机の

40

27

行は沖縄の豊な自然や、独自の文化に触れることで、感動を共有し親睦

をなにもわかっていなかったと改め

21

12

奥山一秀教頭先生を団長とした、生徒２６２人、教員１６人の研修旅行
て感じた」と語った。

12

最高レベルの「赤色警報」を発

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

大芝春歩さんは「山梨と
沖縄の距離がとても身近に

部説

炭、粗悪なガソリンを使用する自

〈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

感じた。ここから見えるき
れいな海が戦時中は血で染
まっていたと聞いたが、想
像できなかった」と話した。
21

10
甲斐の塔は、太平洋戦争

|

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。

での山梨県出身の戦没者を
慰霊するために、八重瀬町
の海岸付近に建てられた。

目標を引き上げるため、２０２３

18

た班があった。２人１組で川下りを楽しみ、その後河口に
ある東村ふれあいヒルギ公園の遊歩道で、マングローブの
植生を観察した（１０日）。
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班別自由行動では、国の天然記念物のマングローブが広
がる、国頭郡東村の慶佐次川の河口で、カヌー体験を行っ

から降りるまで、落ちるのではと不安になったが、沖縄独
自の美しい自然を見ることができて嬉しかった」と自然を

赤池奈央さんは「パドルが重くて自由がきかず、乗って

満喫した。

３年間でもっとも思い出に残る研修旅行となった。

