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との舞台発表が行われた。文

で行われ、文化部とクラスご

初日はコラニー文化ホール

曲で会場を盛り上げた。

ム・ア・ビリーバー」などの

るバンド演奏もあり、「アイ

フォークロック部３年生によ

競技の大縄跳びやドッヂボー

ク制が導入され、クラス対抗

の交流を目的に初めてブロッ

で開催された。今年度は生徒

閉祭式では、一高祭の様子

８月５日から 日

なかったりと、クラスの雰囲

最終日の一般公開は、本校

り組みに協力して頂き本当に

たと改めて思う。学園祭の取

欠けることなく残した結果だっ

熱した競技に加え、同じブロッ

テーマにそった発表が行われ、 害物競走などが行われた。白

ラス企画やクラス新聞・似顔

最終日である３日目は、ク

気を集めた。審査は、テーマ、 ４組、逆ミス・ミスターコン

かした体験型の展示などが人

演などの、クラスの特色を生

は「残留派の勝利」と大きく報

それでも投票前日までの予想

立党のファラージ党首が公約は

した。しかし、投票終了後に独

国民はそれを信じて離脱に投票

た。結果は、のど自慢で３年

テストで２年３組、Ｆ１グラ
ンプリで３年６組が優勝した。
（高野）

今年度ブロック制の導入が

定し、今回で２回目となる。

た」（１年男子）「自分が参

意見は「先輩達と仲良くなれ

ブロック制について生徒の

２組）で、３位はＦブロック

決定され、縦のつながりが強

加していない競技も楽しんで

が丘体育館で体育祭が行われ

まった。また、新たな種目に

見ることができた」（２年男

（３年３組、２年６組、１年

ドッヂボールや障害物競走が

子）など、良かったという声

た。体育祭は昨年度より一高

追加された。当日は昨年度に

が多く聞こえた。また「どの

６組）となった。

比べ、白熱した１日となり、

クラスがどのブロックに所属

祭の一部門としての開催が決

生徒たちの力強い応援が体育

結果 は 、１ 位が Ｇ ブロ ッ ク

生が５組で、ブロック総合の

が１組、２年生が７組、１年

体育祭の総合優勝は３年生

後の体育祭の課題となるだろ

という意見は今年もあり、今

「アナウンスが聞こえづらい」

た 。 昨年 度 の反 省に あ った

（２年女子）という意見もあっ

し て いる の かわ から な い」

（３年１組、２年２組、１年

う。（飯田）

館内に響き渡った。

５組 ） 、２ 位は Ｅ ブロ ッ ク

沿った発表で会場を盛り上げ

３年生のミュージカル・演

１年生の合唱では、合唱曲

によっては歌うだけでなく手

劇では、舞台セットから脚本・

た。結果は１位７組、２位３

一高祭初日

拍子をしたり、指揮を工夫し

演出など、発表までの全てを

やポップスなど、幅広いジャ

日、クラ

て注目を集めたりと、それぞ

生徒が手がけ、有名なミュー

組、３位１組となった。

ス発表や文化

れのこだわりを見せた。結果

ジカル作品やよしもと風の喜

ンルの曲が歌われた。クラス

部の発表がコ

は１位６組、２位５組、３位

の

ラニー文化ホー

７組となった。

劇、昔話をアレンジした物語

ル大ホールで

クラスによっ

ラス発表は各

習をしていて、当日は完成度

練習場所を工夫して熱心に練

た。２位は６組、３位は２組

よ」を発表した７組が優勝し

するという「日本の夜明けぜ

期間中から教室や玄関前など、 竜馬が現代にタイムスリップ

などが行われた。結果は坂本

てテーマが決

の高いダンスが見られた。動

２年生のダンスでは、準備

められ、テー

物に扮したダンスや和ロック、 となった。

行われた。ク

マに沿った発

（岩下）

回オリンピック競

にかけて行われる第

ことができた。一人一人が長

気がピリピリすることもあっ

が行われた。

校内を来校者向けに開放した。 を振り返るスライドや応援団
クラス企画やクラス新聞・似
顔絵の展示、各クラス代表者

今年の総合優勝は２年７組、 所を活かし、クラスの誰一人

が行われた。出店は昨年同様、 同率であった。総合優勝した

ろ」、各部活動の展示や発表

２年７組理事の清水咲帆さん

ありがとうございました」と

２位は３年６組と３年７組が

本校東駐車場で行われ、早い

は「責任の所在が不明であっ

話した。

１年生が合唱、２年生がダン

絵の展示、「ここが腕の見せ

当時からキャメロン首相を含

道されたことが、国民が投票を

確約できないと前言を撤回した

（３年６組、２年７組、１年

たが、最後まで皆で乗り切る

日、緑

【ブロック対抗リレーの様子】

による演舞、「一高生の主張」

一高祭２日目の
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表が行われた。 ダンスバトルなど、テーマに

い室内でオリンピックを楽し

れて雷が鳴り始めたら、涼し

欲しい。しかし、積乱雲が現

うが、猛暑に負けず頑張って

課題に部活動にと忙しいと思

やってきた。学生の夏休みは

まれた山梨県に、今年も夏が

多く雷が鳴っている▼山に囲

生し、７、８月は年間で最も

ため山梨県では熱雷が多く発

ある。山梨の夏は暑い。その

雷が局所的に発生することで

れることで積乱雲が形成され、

雷だ。熱雷とは地面が温めら

しにより局地的に発生する熱

想像するのは、夏の暑い日差

武器としていた▼雷と聞いて

破壊できるほどの強力な雷を

天空神である。特に全宇宙を

と神々双方の秩序を守護する

全宇宙や天候を支配し、人類

いたことがあるだろう。彼は

の神々として一度は名前を聞

る、雷神ゼウス。オリンポス

れている十二神のひとりであ

▼ギリシア神話で言い伝えら

ツの祭典として行われている

は世界平和を目的とするスポー

ていた。現在のオリンピック

の神々を崇めるために行われ

話で言い伝えられている多く

源とされており、ギリシア神

技（古代オリンピック）が起

われた古代オリンピア祭典競

前９世紀ごろにギリシアで行

ている▼オリンピックは紀元

で、世界中から注目が集まっ

開催されるのは今回が初めて

メリカ大陸でオリンピックが

れる。ブラジル国内及び南ア

競技３０６種目が各地で行わ

リオデジャネイロを中心に

今大会はブラジル・

りわずかとなった。

技大会の開幕まで残

31

むのも夏の醍醐味だろう。

（増坪）

28

による「ここが腕の見せどこ

段階での完売した商品も多く

たり、情報伝達が上手くいか

（高野）

あった。

現した３年６組が優勝し、責
任者の林田庸佑さんは「２年
連続、今年も同じメンバーで
臨んだ一高祭で、みんなが互
いの役割をしっかりと理解し
て分担作業をしていたことが
良かったと思う。私個人では、
人に指示を出すことが難しく
大変だった」と語った。
体育館で開催された「ここ
腕」では、クラス対抗でのど
自慢、逆ミス・ミスターコン

があり、日々の練習の成果を

クに所属する他学年同士の応

どころ」（通称「ここ腕」）、 アイデア、完成度の３観点で

テスト、Ｆ１グランプリの３

披露した。応援団吹奏楽部は
ス、３年生が劇で学年ごとに

援も見られ、学年を問わず盛

各部活動による展示や発表が

結果は、映画「ジュラシッ

ル、ブロック対抗リレーや障

「スターウォーズメドレー」
順位を競った。例年通り練習

り上がりを見せた。また当日

行われた。クラス企画では、

クパーク」の世界を教室に再

クラス発表では各クラスの

を含む全７曲を演奏し、曲中
期間は短かったものの、どの

は、体育委員の円滑な運営に

各クラスで決めたテーマにそっ

め多くの人々が残留を支持する

軽視してしまったことに繋がっ

票を後悔している
人も多くいるとい
う。
日本では今年７
月の参議院選挙から 歳選挙権

種目が行われ、得点を競い合っ

の先生方による寸劇や３年生
クラスも息の合った発表で観

より、予定変更をせずに時間

由民主党連立候補の保守党の選

だろうと考えられていたが、ギ

たのではないだろうか。特に、

が適用された。自分なりの判断

（飯田）

行われた。

の部員によるダンスが会場を

内に全ての競技を終えること

２日目の一高祭体育部門は

客を魅了した。

「グリーンウィンド」などが

た展示を行い、化学実験の実
に相当する拠出金を、離脱した

挙公約として掲げていて今回行

リシャの財政破綻やパリでの度

残留を希望する若い世代が投票

を社会に反映させるためには、

ら社会保障費に回すと公約し、

ＥＵは、小国の多いヨーロッ

重なるテロ、大量の移民を受け

に行かなかったことが今回の結

溢れる情報に惑わされることな

くなっていった。

り、残留予想はだんだんと厳し

緑が丘スポーツ公園大体育館

機に陥った場合、ＥＵ全体でカ

演奏された。また、幕間には
６月 日にイギリスでＥＵ離

脱に関する国民投票が行われた。 バーしなければならないという

パの国々が、政治的・経済的に

入れてきたことなど、ＥＵ加盟

果に大きく影響したと考えられ

く自分の意思を持つことが重要

側面を持つ。

統合を行うことにより、アメリ

によるデメリットが浮き彫りに

る。また独立党は今までＥＵに

ではないだろうか。

国民投票はキャメロン首相が自

カなどの大国と経済、外交上対

なる事件が続いた。これにより

毎週支払っていた約４８０億円

ことで、自分の投

等の関係に立つことが出来ると

ＥＵ政策への不信感は大きくな
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ができた。

沸かせた。箏曲部の発表では

ア・カペラ部、箏曲部の発表

化部は、吹奏楽部、弦楽部、

応援団の演舞や「一高生の主張」が行われ、最後まで盛り上がりを見せた。

ｎ」のもと、生徒一人一人が主体的に取り組み、成功に終わった。３日目の閉祭式では

ポーツ公園大体育館、甲府一高にて開催された。今年の一高祭はテーマ「Ｍｏｖｅ Ｏ

69

いう面や、加盟国が経済的な危

18

われた。

【多くの来校者で賑わう校内】

所
行
発
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【熱演する３年７組】

23

部説

平成２８年７月２２日
第２５５号

熱意と誠意を持ってより充実

部会役員の意識を更に高め、

るように』したい。また、本

を開催し、より多くの意見を

を創るために毎月定例評議会

ていきたい。全校生徒で一高

ホワイトボードを活用して本

る学校を作りたい。校内には

も生徒自治会を感じてもらえ

常盤「学校の内側と外側に

えている」

も嬉しかったことを覚

といわれたことがとて

に授業してもらいたい』

時代に友達から『お前

み」

カレーを作る女性が好

食べる。家庭的な味の

まっていて、三人前は

曜日はカレーの日と決

投票総数 ８０６票

日に本校体育館で行われ、演説

会終了後、２階予備室、視聴覚室および格技場で投票が行われた。今回は会長、副会長

生徒自治に反映させたい。ま

部からの情報を発信したい。

間に友達とした上履き

年度生徒自治会役員選挙立会演説会が７月

ともに立候補数が定数と同数だったため信任投票が行われ、会長に李戴圭君（２年）、
した『生徒自治』のサポート

また、意見箱を設置すること

「一番は『生徒の力

平成

副会長に立川果歩さん（２年）、常盤夏未さん（１年）が信任された。
た、評議会毎に月ごとの本部

で生徒自治を全校で行ってい

置などで、誰もが生徒自治に
直接参加できる場を作りたい。

ことが難しかったが、チーム

ながり、気持ちを切り替える

ていないが、高校に入学

「きっかけはよく覚え

━ 教師を志したた理由

日

〈アーチェリー部〉

８月８日～８月

広島県広島市

〈山岳部〉

８月６日～９日

岡山県真庭市

団体で は予 選通 過を し、 決

勝へと 駒を 進め たい 。今 年

で最後 のイ ンハ イと なる の

で、悔 いの 残ら ない 試合 に

荒木 さん は「 相手 の強 み

したい」と意気込んだ。

しいので、あまり教え

は自分の力で伸びてほ

ラブの合宿でした野球

と、部活の理数探究ク

まで話し込んでいたこ

「受験期、勉強の合

すぎないようにしてい

などは今でもいい思い

して、何としてでも答

ンを吸収すること。そ

を解いて、解法のパター

「コツコツ基本問題

かもしれないが、もっ

ものに縛られているの

か分からない。色々な

る気があるのかないの

「厳しく言えば、や

━ 一高生に一言

えを出そうとする精神

と主体的に、自分を出

やって、遊ぶときは遊

して欲しい。やるとき

「 イカフ ライ せ ん

べ」（聞き手・有野圭）

た。

生きる。これからの新聞部が、

過去を嘆くのではなく今に

いつの日も今日を越える明日

を願い、明日の活動がこれま

８月１日～３日

〈美術部〉

でよりもベターであり、ベス

広島県広島市

〈箏曲部〉

８月１日～２日

広島県福山市

〈書道部〉

７月 日～８月３日

広島県広島市

〈文学部〉

７月 日～８月３日

しくも あっ たが 緊張 した 」

い たが油 断は でき なか った 。 いる中 での 対戦 だっ た。 楽

わって常に慌しく、頼れる先

つい３か月前の新聞部とは変

員のみで作る新聞となった。

今月号から１、２年生の部

広島県福山市

アーチ ェリ ー部 男女 が出 場

も のよう に射 るこ とが でき 、 と試合 を振 り返 り、 「大 き

気 分転換 をし 、後 半は いつ

い大会 でも 緊張 せず 、の び

輩方がいた時間の中でもっと

増坪由和

飯田春萌

岩下貴史

高野弘照

有野圭

〈甲一新聞部員〉

トであることを望む。

７月 日～８月３日

広島県広島市

〈新聞部〉

ひろしま総文祭

べいとカレー。毎週金

━ 好きな食べ物

を持つこと」

には

━ 数学を得意にする 出として覚えている」

る」

ること

━ 授業で意識してい ━ 高校時代の思い出

をしたい」
の活動内容を伝え、本部がど

きたい。外側には一高祭の一

有効投票数 ８０４票

大評議会の実施や意見箱の設
んな活動をしているのかわか

会長信任投票

立川 副会 長は、 「一 高祭

らない、という曖昧なイメー

李 戴圭 】
全日程で のブロ ック 制の導

【会長

入」と「 月１回 の定 例評議

卓球や、駐輪場で遅く

今回は、本校に赴任し

「甲府西高校を卒業後、

━ 経歴

先生の人柄を紹介する。

将太先生にインタビュー。

て３年目、数学科の有野

を信じること』生徒に

分が副会長であるという責任

般公開日に来ていただいた人

回

と自覚を持ち、自分たちが誇

ジを無くしたい自信と責任を

一 高祭 が 来 年 度 で 第

常 盤副会 長は、 「生 徒 自

れる生徒自治会本部を作りた

会の開催 」によ り、 全校の

無効投票数 ２票

治を感 じられ る活動 」を ス

にアンケートをとり、一高の

を迎えるので、節目の年とし

立川「全校で何かを共有す

ローガ ンに掲 げ、「 情報 発

持ってリーダーを務めていき

戴圭 ７５１票

ることの楽しさを重視した活

い」

つながり を強化 する ことに

◎李
て生徒の意見を積極的に取り
入れることで後世に語り継が
れるような一高祭を一緒に作っ
動をしたい。まずはブロック

信」を 中心に 楽しい 学校 づ

東北大学へと進学。大学

では理学部で数学を学ん

だ。教師になって今年で

一丸となって戦うことができ

する頃には、教師になり

３年目になる」

てよかった。共に戦ってきた

たいと思っていた。学生

応援団部長の岡本友君（２

３失点と点差が開いた。７回

中国インターハイ

仲間には、ありがとうの一言

は、「自分のミスが失点につ

主将の廣瀬正汰君（３年）

（飯田）

制を一高祭全体に導入し、積

改善につなげて行きたい。自

副会長選挙

投票総数 ８０６票
ていきたい。生徒自治会につ
いては定期的に報告書を発行
するなど『生徒自治会を見え

生徒と、総勢およそ４００人

くりに取り組む。

たい」

立川果歩 】
有効投票数 ８０５票
無効投票数 １票
◎立川 果歩 ７１２票
◎常盤 夏未 ７６２票
かいいん

李 会 長 は「 生 徒 の 皆 さ ん

日、２回戦から登場し、

に尽きる」と涙を浮かべなが

３回戦の先攻は都留高、４

年）は「野球部と共に戦って

ら語った。

回裏に田中創君（３年）のホー

いる気持ちで応援していた。

送り、試合を盛り上げた。

ムランにより１点を先制した

自分たちはまだ２年生なので、

日の３回戦の対

北杜高校との

ものの、５回表に都留高に１

た。

試合は、山日Ｙ

来年は更に良い応援をしたい」
れた。試合が行

裏に、小林泰成（３年）が１

子代表の長田來土君（３年）

と感想を話した。

点を返され、６回表には更に

われる予定であっ

点を返したが、惜しくも３回

は 「予選 前半 は思 うよ うに

戦敗退という結果となった。

日は２回裏

た

まで戦ったもの
の、雨天のため

日

ノーゲームとな
り、翌日の

に試合が行われ
全国 高校 総体 （イ ンタ ー

を決めた。

団体として通過できてよかっ

のびと 射っ て勝 利を 掴み た

や弱点 をお 互い に分 かっ て

４日に 緑が 丘ス ポー ツ公 園

た 」と県 予選 を振 り返 り、

い」と抱負を語った。

アー チェ リー 競技 は６ 月

洋弓場 で行 われ 、男 子団 体

「 個人で は予 選で 高得 点を

多くのことを習得しとけばよ

と女子 個人 で荒 木日 菜子 さ

ら６月 中旬 にか けて 行わ れ、 い かず、 ２位 にリ ード して

ハイ） 県予 選が ５月 下旬 か

（有野）

ＢＳ球場で行わ

場で開幕した。本校野球部は 都留高戦で、惜しくも敗退し

ＢＳ球場と富士北麓公園野球 ３日後の

梨県大会が７月９日、山日Ｙ 北杜高校との対戦に勝利した。 での応援が大きな声で声援を

全国高等学校野球選手権山

極的に学年を超えて絆を深め

取り組む

【副会長

常盤夏未 】

それは、自分以外の人にとっ

【副会長

と 共 に創 り 上 げ る 一 高」 と
「 生 徒自 治 の 組 織 改 革」 の
２つを重点的に取り組む。
李「一高生全員が一高での
生活を楽しく過ごし、一高を

これらは全て大切なことで、
てやりやすい環境をつくるこ

好きになってもらいたい。拡

何かを行う際に基本となるこ

ことは集団の中では当たり前。

とです。多数決の原理に従う

現在の生徒自治会活動を考

しかし、少数意見の尊重も忘

とです。

えてみてください。少なくと

れてはいけません。たった一

があり、立場を作っています。 でなく、机、椅子など全てに

も生徒と教員という２つの立

おいて一高を大切にすること

人の意見だとしても大切にし

会活動を行うに当たって一番
様々な立場から物事を考える

で一高愛が育ち受け継がれ伝

場は必ず存在し、またこの２

大切なことは何か」と聞くと
と、今自分が持っている考え

統になっていくのだと思いま

なければいけません。人だけ

「様々な立場から物事を考え

の欠点が見えてきたり、もっ

つの中にも各々が色々な考え

ること」「どうすれば相手が

す。

私の後輩たちに「生徒自治

15

と良いものになる考えを見つ

70

28

やりやすいかを常に考えて動

た。
先攻は北杜高
校、両校が無得点のまま試合
が動いたのは６回裏、神田遼
史君（２年）の三塁打などで
一挙３点を得点しその後、９
回表に北杜高校に２点を許す
も３対２で勝利した。当日は
照りつける日差しの中、応援

かったと後悔することもあっ

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

17

【対都留高戦で力投する小林泰成投手】

団、応援委員、応援団吹奏楽

取 り、１ 位を 勝ち 取り たい 。

（有野）

ん（２ 年） が優 勝し た。 男

〈連絡先〉
甲府第一高校 新聞部顧問 一宮宛
〒400-0007 甲府市美咲2ｰ13ｰ44
Tel:055ｰ253ｰ3525 Fax:055ｰ253ｰ3527

10

14

部、生徒自治会本部、２学年

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。

13

30

30

30

14

生徒自治会長
櫻原 葵
くこと」と答えてくれました。 けることができたりします。

作：中山 志穂

