れた。 ホー ムルー ムでは担

全体のセンター激励会が行わ
は学校近くの御崎神社で受験

した。また、３学年の先生方

好き。学生時代には約

━ 教師になって良かっ ス発散にもなる。旅行も

たこと

と。卒業後に、大人に

徒と一緒に味わえるこ

の倍いるクラスの副理事

「理系で、男子が女子

━ どんな高校生だったか

ケ国を旅した」

なった教え子たちと一

をしていた。部活は自然

「数学の楽しさを生

語は学年平均が１４０点を超

緒にお酒が飲めること」

ヤンチャな性格だった」

━ 授業で意識してい 科学部。男子と仲がよく

え、よく頑張ったと言える。
５教科受験を行った生徒が昨

ること

「黒板を写す授業では

「『生きてるだけで丸

人増えたことも
今回はいつも笑顔で生

なく、考える授業にする

年と比べ

あり、全体の平均は下がった

徒から絶大の信頼を誇る

━ 座右の銘

が、５教科を維持しチャンス

儲け』。欲張らず健康が

一番」

こと。そして教えている

自分が、楽しく数学を解

三輪三枝先生を紹介する。

━ 経歴

くこと」

をつかんだ生徒が多い。

「甲府昭和高校卒業後、

━ 数学の魅力

人を助けたり、気にかけ

前期日程出願の目安となる
得点率は、山梨大学が教育人

理学部の大学で９年間学

「解いている時は辛い

たりできる生徒が多い。

部で最低

％ 、 生 命 環 境学

で悩み、研究者は向いて

の道に進むか就職するか

「大学院修了後、研究

━ 教師を志した理由

くなるという、常に正し

ると解答にたどり着けな

数式は一つでもミスをす

も似ているところがある 。

た証は残るところ。山岳

してもらいたい。自分だ

葉を高校生の今は大切に

『大志を抱け』という言

ｅ ｍａ ｎ 』 も い い が 、

「『Ｂｅ Ｇｅｎｔｌ

━ 一高生に一言

「優しい。困っている

━ 一高生の印象
％後半、 工学

んだ。教師になって 年

が、解けたら世界が広が

間科学部で

目、一高に赴任して４年

山梨県立大学は、３教科受験

ないが、ここまで数学を

いことを追求し続ける正

けは成功してやるぞとい

％ 、 医 学 部 の 医 学科

である国際政策学部・人間福

学んできて、いまさら関

義感が好き」

う貪欲さを持てるといい

部で

％ 、 看 護 学部

係ない職には就けないと

━ 趣味

かな」

の知識で解ける問題が多くあっ

（有野）

任の先生方が激励の意を込め、 必勝の合格祈願を行った。
チョコレートや飴などを手渡

センター 試験の傾向

国語は基礎問題
化学は難易度 ㊤
今 年 度の セ ン タ ー 試 験 に
ついて、 進路指導主事の 藤
原剛先生に聞いた。
今年のセンター試験では、

「悔いを残して欲しくない。

して きた小 宮山晴 香先 生は

行われ、３年生２６５人が山梨大学武田キャンパスと山梨英和大学の
一問ずつ丁寧に解いてもらい た。 特に国語は１、 ２年生

の両日、県内の６大学を会場に

２会場に分かれて受験した。試験当日、赤池亨校長先生をはじめとす
たい」と笑顔で語った。

文系全体の平均点が高くなっ

る、３学年の先生方が各会場で３年生に激励のエールを送った。

逆に言えば闘争心がない」

全国的に人気もあり、３教科

は

％以上欲しい。その他 、

思 っ た 。 大 学生で 行っ

「お酒を飲むこと。リ

試験当日、緊迫した空気の
期試験と続くが、自分の目標

の後も私大入試や前・中・後
雑念にとらわれることなく、

は「欲を出したり力んだり、

を出せるように頑張りたい」

今日は今までやってきた全て 向の問題が出題されたことで
中で、案内板を見つめる３年

い人生の中の、一つの通過点

り、解けなくても頑張っ

本校で人気のある、静岡大学、

た教育実習が楽しかった

と肩の力を抜いた。本田風海 も難しくなっ た。 化学は計
君は「調子は良いが、緊張し 算量の多い 問題があっ た こ

３学年主任の小宮山隆先生
にすぎない。良い意味で開き

出題者の意図を読み取ること

という激励の言葉と握手で元
は「 ３年になっ て、 あっ と
直って欲しい」と真剣な表情

を達成できるように頑張って

気をもらい、各教室へと向かっ
いう間であった。普段できて
で語った。

生の表情は少しこわばってい

ていった。
いることが試験でもできるよ

祉学部では

から

％。都留文科大学は、

部にもよるが、

これからセンター試験を受

ので教師を志した」

目になる」

信州大学、首都大学東京は学

で

％

冬から勉強し、いち早く受験

欲しい」と夢の実現を願った。 に集中して欲しい。今日は長

激励に来ていた赤池亨校長
う、変に緊張しないでのぞん

「 ハナミズキの木

％。

激励を受けた３年生の齊藤 た。 政治経済と生物も昨 年
麻結さんは「先生方の激励で より易しくなった。その他、

は欲しい。

特別な勉強ではない。国公立

生になれれば、後々苦労が無

き。 この歌をきっ かけに朝

に 花をつけるこの街に 今

％、看護学科で

英語のリスニングは新しい傾

ける１、２年生に向けて、藤

大合格に必要な学習時間は、
通り 商 店 街 で 披 露 さ れ る 。
（神取）

日通りが活気づいてくれれば

で

平均 点 が 下 が っ た 。 数 Ⅰ Ａ

原先生は「受験勉強は、普段

１年間で１４００時間といわ

気持ちがほぐれ、安心した。

てパニックにならないように とで難易度 が上がり、 理 系
したい。先生たちの笑顔で良 全体の平均点が下がった。

の授業を深く理解して、定期

れているが、それを３年生に

たが、 先生方の「 頑張れ」

先生は「とにかく集中して、
で欲しい」と今までを振り返

３年間英語科クラスを担任

強行遠足で培った忍耐力を発
り、激励した。
進路指導主事の藤原剛先生

朝日通り商店街の皆さんと協

良いと思っ た。 歌詞の朝日

くなる。高校受験とは違い、

万人が必死に学習するこ

とに気づいて欲しい」と大学

日・

入試の厳しさを語った。

前期日程は２月

30

（増坪）

日に行われ

日、中期日程は３月８日、後

期日程は３月

る。

押しクイズが行われた。

松田君は「大会には勉強のきっ

かけになればと思い参加した。

とができた。 経済の魅力は文系

本番はあまり緊張せず楽しむこ

梨大会（ 全国高校生金融経済ク
イズ選手権）が

れ、松田響君、 依田光正君（と

臨んだ。 大会では筆記試験と早

科書、 新聞などを読み、 大会に

届いた事前資料や政治経済の教

けで大会に出場。大会本部から

ＨＲで配られたチラシがきっか

（中山）

就きたい」と意気込んでいた。

い。 将来は経済に関わる仕事に

は３位入賞を目指して頑張りた

もあるのでわからないが、 次回

２人は元々経済に興味があり 、 は緊張した。 受験との兼ね合い

もに２年）のペアが４位に入賞した 。 感想を語った。依田君は「大会

持っているところだと思う」 と

的な要素と理系的要素を合わせ

回エコノミクス甲子園山

25

月６日に行わ

第

12

70

75

16

揮し、最後の１秒まで諦めず
に全力を尽くして欲しい。こ

力して「 朝日通り笑店街の

日こそは勇気を出して 入っ

来る人を温めるよ 朝日通り

56

（聞き手 増坪）

い緊張感となった。自分のベ
本 校 の自 己 採 点 結 果 は 、
ストを尽くしたい」と力を込 昨年に比べて 得点が伸び、

テストを受けてその復習をす

なってからではなく、２年の

歌」を完成させた。

通 り 商店 街 の 『 商 』 の 字 は

てみようかな たくさんある

笑店街 今度は君と一緒に来

フレッシュでき、ストレ

めた。
中でも難関大学を目指す生徒
試験前日の 日には、学年 が得点を上げた。 また、 国

るという繰り返しで、決して

朝日通り笑店街の歌

歌詞は商店街の皆さんとア・

笑顔の溢れる街という意味を

お店にある たくさんの歴史

ア・カペラ部がこのたび 、 売られているからあげが大好

カペラ部員が協力し、 曲は

込めて、 あえて『 笑』 の字

鮮やか

歌詞に合うように部員たちが

人たちに朝日通りは笑顔があ

たいな 笑顔の溢れるこの街

壁なんてない 心の距離

ふれる楽しい街だと思いなが

制作した。部員たちは毎年 、 を使うことにした。 多くの
商店街でコンサー トを行っ

ら、 聞いてもらいたい」 と

を みんなに教えたい 朝日

ており、 そのお礼の気持ち

思いを語った。

もあり、 この曲を作っ た。
部長の和田清慈君（２年）

通り笑店街 僕もあなたも笑
顔になる街 さあ一度おいで

日、
ＹＢＳ山梨放送の「ててて！

よ きっと君も好きになる」

完成した歌は１月
の通学路としていつも利用し

日には、朝日

12

70

、

甲府市美咲二丁目13-44

ＴＶ」で、

10

75

87

65

大学入試センター試験が１月

１月号
ていて、 商店街の店の中で

は「 朝日通り商店街は学校

18

【依田光正君（左）と松田響君（右）】

今年は「申年

（さるどし）」 。

年始めには、 その

年の干支（ えと）

である動物、 猿が

描かれた年賀状を

もらった。しかし「申年」の

「さる」は「猿」という漢字

は使わない。調べてみると、

本来十二支と動物はあまり関

係がないようだ▼干支とは正

確には「十干（じっかん）」

と「十二支」の組み合わせで、

もともと古代中国がはじまり。

十二支は暦、時刻、方位を表

すのに使われていた。日本に

伝わったのは５５０年ごろで、

江戸時代に庶民の間で広く知

られるようになった▼十二支

は、農業と関わりが強く、農

作物の成長の過程を表す暦と

しても使われた。「申」は草

木が十分に伸びきり、成熟し

て固く殻に覆われていく時期

を意味する。十二支のすべて

の漢字にこのような意味があ

り、庶民にこれを広めるため

に動物の漢字が当てられた▼

「申」という漢字は「電」の

原字。稲妻を表す象形文字で、

ている。

（有野）

そんな一年になることを願っ

分の力を存分に伸ばしていく、

厄災が去る（さる）ことで自

当分厳しい寒さが続くようだ。

暦の上では春である。しかし

ている▼もうすぐ立春を迎え、

夫になる作用があると言われ

食べると体が温まり、胃が丈

野原や河原の土手に自生する。

大した根元が特徴的な野草で、

のような葉とタマネギ状に肥

るだろうか。ノビルは、ニラ

いう春が旬の野草を知ってい

びる」と言えば「ノビル」と

使われるようになった▼「伸

る」「もうす」という意味で

るものであることから「伸び

稲妻は屈折しながら斜めに走

26

60
60
60

甲府一高新聞部
28

80

17
【先生方に激励され、笑顔がこぼれる３年生（山梨大学）】
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18歳で選挙権を持つこと
に戸惑いや不安を感じて
いるか？
作：中山 志穂

選挙権年齢を

歳、

歳以上から

に成立し、この６月
挙から、

歳以上に引き下げる改正公職選挙法が昨年６月

日

日から施行される。これにより、夏に行われる参議院議員選

歳の約２４０万人が新たに有権者となる。そこで一高新聞部では、

％ で、

％で、その理由に「正しい判
「一票を無駄にしたくないか

「有権者としての義務だから」

グ）が

街頭演説が９人、演説会が４
らない」が

「 知らない」 と「 よくわか

どの人が、選挙運動ができる

％で、 ほとん

人 と 、 直 接 、 本人 が 出 向 い

なお、選挙運動については、

ていくものは意外に少なかっ

選挙権を得ると同時に、選
制限や違反による罰則を受け

ことを理解していなかった。

挙運動を行うことができるよ
ることがあるので、理解して

た。

うになるが、選挙運動につい
いく必要があるだろう。

歳選挙権を学ぶ

高鳥亮太先生
に 聞く

日本の選挙投票率の低さや
若者の選挙離れにどうやって
歯止めをかけるか、というこ

米国でも、若い世代ほど政治や選挙

にあまり関心がなく、重要性を感じて

寄りを中心としたものとなり、悪循環

に陥っている。もう一つは米国の若者

は大学や仕事の都合でよく家を引っ越

すが、そのたびに住民票を移すことが

面倒で手続きをしない人が多く、その

ため投票できない人がいる。事前投票

もできるが、申請が必要なので利用す

る人が少ないのが現状である。

援する候補者のステッカーを貼るなど

選挙運動については、自分の車に応

その主な原因は２つ。一つは若者が

して、意思表示をしている人もいるが、

いない。

投票に行かないことを政府が分かって

政治を知らないからだと思う。 治」など、基本的な言葉の意

に限らずすべての人ができな

歳

公職選挙法違反等の罪を犯

いので注意が必要である。

歳以上

「 単純に言えば、 自分で考

ら考察すると、

月に大統領選挙を控えてい

直接、選挙運動に参加する人は珍しい。

味から考えてみてはどうか。

した場合は、

未満の者でも、有権者であり

責任があるため、刑事処分の

授業の中で行う主権者教育

対象となることもある。

も分かってくるのではないか。

につ いて、 高鳥亮太先 生は

のかを考えると、選挙の意味

歳になっただけ 。 させるには、どうすれば良い
歳で選挙権を得
た人たちは政治について自分

歳になるとできる選挙

運動は、ＳＮＳを利用して選

で考えてきたのだから、みん

米国は

いて、投票率の高いお年寄り向けの政

策を打ち出し、若者は「政府が自分た

自分に関わる問題に関心を持

会社は安全確保のために道路運送

に、安全性を無視する行為はこの

超える労働やコストダウンのため

人手不足による運転手の基準を

られないことを教訓とし、早急な

安全のための価格は命には代え

旅行客を乗せる観光バスの増加で 、 が必要である。

有野 圭

中山志穂

神取茜音

増坪玖実

〈甲一新聞部員〉

成功の鍵となるだろう。

基礎を固めていくことが受験

ているので、１年生は早めに

験には基礎が大切だと言われ

が結果につながっていく。受

験モードに切り換えられるか

残りは２ケ月で、どれだけ受

した。３年生に進級するまで

まで１年を切ったことを実感

２年生にとってセンター試験

センター試験の取材に行き、

重要だと思う」と話していた。

考える材料を提供することが

て、エミリー先生のフェイスブックに

若いうちから政治に関心を持っ

知ろうとする姿勢が大切。高

ちのことを考えていない」と怒り、投

た人を育成することで、高齢

校生で選挙権を得ることで不

つことで、自分の意見が生ま

は今政治に関する投稿が多い。（中山）

者の割合が多くなっても意見

安がある人もいるようだが、

票に行かない。そのため、政策はお年

の偏りが防げるのではないか

端的に言えば今まで

とが現在問題になっている。

われる東京オリンピックなど

と言う考えから、選挙権年齢

たものが

れてくる。意見を社会に反映

の身近な話題を挙げている。

が引き下げられることになっ

歳だっ
政治について身近な人と意

これまで
歳以
％を超え、 世界

界では選挙権年齢が

た の で は な い か 。 ま た、 世
％で、

上の国が

なも政治や選挙についての知

えることが主権者だと思う。

の流れに沿ったという見方も

挙運動メッ セー ジを広める

政治に関心がなくても、身近

％であった。

は 、「す る 」 が

見交換をするかという問いに

人であった。一方、 て「 知っ ている」 が６％、

ター ネッ ト（ ＳＮＳ・ブロ

（増坪・有野）

１、２年生１００人に「選挙権について」と「政治について」のアンケートを実施

今の政治情勢から、一票の価

し、一高生の実態を調査した。

アンケートの結果、選挙権
値を様々な考え方でとらえて

ては、 「 行く」が

実際に投票に行くかについ

いることが分かった。

歳に引き下げられたこと

が
は、全員が知っていた。しか
歳で選挙権を持つこ

断ができるか不安」「政治に
ら」などの意見が多く、政治

前回調査より減少
関心度は ％に
政治に関心があるかという

歳

％。 「しない」が

問いに、「関心がある」が
％で「関心がない」が
年に国民投票が

識をしっかりと身につけるこ

できる。

正しい判断かどうかではなく、

な人と話をする人もいること

こと、電話で投票や応援の依

自分の判断が出来ることが大

いう質問で、 最も多かっ た

歳で選挙
同じ質問に対して「関心があ

11

し、
とに戸惑いを感じているかと

ついての知識があまりない」
に参加していきたいという意

その理由は「権利があるから」

「選挙の仕組みがわからない」
志が感じられた。一方で「行

いう問いに、 「 はい」 は

とい う 不安 を 挙げ て いる 。
かない」 と答えた人は

％

「戸惑いや不安を感じない」
で、「誰を選んでいいかわか
らな い」 と いっ た 戸 惑い や

％で、 その理由として

「若者にも政治に関わる権利
「面倒だから」といった選挙

は

があるから」「選挙人口を増
自体に無関心な回答もあった。
候補者や政党の情報は何か
平成

に引き下げられた時に、新聞

とで、解消できるはず。

頼をすること、選挙事務所の

切。 教育という面で、 中立

新聞部のアンケート結果か

手伝いなど。しかし、Ｅメー

な立場を守ることは難しいが、

万円のところを、約 万円で受
けていた。

ることは消費者にとっ

価格競争により物の価格が下が

ては良いことだが、物

やサービスにはそれぞ

れふさわしい値段があ

るのではないか。消費

大型バスの運転手不足が続いてい

者としては安さにとらわれず、内

の規制緩和によって、「免許制」

る。そのため事故を起こした運転

容を見極め、その対価を払うこと

から「許可制」へと変わったこ

と人手不足に悩まされている。労

とで、新規参入業者が増え、利

（中山）

改善を願う。

働条件が悪いことや、中国からの

現在バス業界は運転手の高齢化

会社だけの問題ではないだろう。

法で決められている受注基準額約

激しくなっている。今回、運行

歳選挙権は政治に興味
を持つとても良い機会。まず

歳以上

いないにもかかわらず業務が終了
したことを示す印が事前に押され
ていた、長時間勤務などが分かっ

故の２日前に、輸送施設の使用停
止 日の行政処分を言い渡されて

時間の運転を行っていた。

ルでの選挙運動は

権を持つことに戸惑いや不安

部で行ったアンケートでは 、 が分かっ た。 誰と行うかと

【エミリー先生】
は「選挙」「民主主義」「政

18

やした方がいい」という前向
きな意見だった。
ら得るか（複数回答）につい

人、 イン

人、 選挙公報（ 新聞に

自分の一票で社会が変わる

が

ては、テレビなどの政見放送

％、「 思わない」 が

かという問いには、「思う」
が
似た印刷物） が

20
があるのは、その人があまり

回答が親で、その次が友だち
％であった。 であった。

ずのスキーツアーが暗転。乗客

ツアーバス転落事故。楽しいは

長野県軽井沢町で起こったスキー

％、「関心が

る」が
ない」が

前回と比べると、 関心
度が低くなっ ている。
「 関心がある」 と答え

生に米国の選挙事情について、話を聞いた。
貸し切りバス事業は２０００年

いたことも分かった。

18

18

乗員 人のうち 人が命を失った 。 た。さらに、この運行会社は事
乗客のほとんどが大学生で、未来
を有望視された若者の死に多くの

この痛ましい事故を調べていく
と、バス運行会社のずさんな運行
管理が明らかになった。当日の
始業点呼や運転手の健康診断を実

19

た人は、 具体的にはテ
レビやネッ トで騒がれ
て い る 日 本と 他 国 の 外
交関係に関心が強く、
税 金 や ２ ０２ ０ 年 に 行

海外の選挙権年齢は？ ９割近くの国で「１８歳
以上」としている。ＡＬＴのエミリー・レビーン
先生の母国、米国も１８歳以上である。今回、先

20 18

20

|

手も大型バスに不慣れなまま、長

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

26

18

益を出すための過度な価格競争が

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。

15

人が胸を痛めた。

部説
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| 18
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あなたは政治に関心が
あるか？
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％で、ほぼ二極に分かれた。
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自分の一票で社会は変
わると思うか？
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施していない、目的地に到着して

〈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
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