所
行

根から小海まで

回記念ということで男子のゴー

・６㌔の道のりの中、計７９５人が己の限界に挑んだ。

で強行遠足の出発式が行われ

完走することだけが強行遠足

合浩太君（２年）で到着時刻

悪条件の下での大会となった。 最初に小諸に到達したのは落
員が安全に終了できたことが

生は「当たり前ではあるが全

つの節 目
として 、

感じた こ

とを普 段

の生活 に

活かし て

レベルアッ

プして ほ

しい」 と

今回の 強
行遠足 を
総括した。

今年度強行遠足も多くの方

は午前４時 分だった。

よかった。しかし、服装違反

の目的ではないが、今回の大

の協力を得ることができた。

た。堀井昭校長先生、ＰＴＡ

や大会ルールを無視するよう

水会長、堀井校長先生、金丸

男子の小諸到達率は昨年度

した先輩方、その千人を超え

を０・３ポイント上回る ・

を大きく下回る結果となった。 重要性を伝える側と理解する

同窓会長の号砲のもと、女子
学年別に見ると１年生は ・

る方が大会を支えてくれた。

９％と、不安定な天候ではあっ

側、つまり職員と生徒に伝統

生徒に見守られながら男子が

協力者の方々の声援は大きな

１％、２年生は ・８％と最

を繋ぐ責任があることを再確

たが男子の歩行距離が１００

力となったこと、また大会を

３年生から順に出発した。男

認した。強行遠足の本来の目

も高く、３年生は ・４％と

安全に終了することができた

㌔に復活したあとの最高となっ

的は『自分の限界に自分で立

ことに感謝したい。 （飯田）

子は１日の午後２時から出発

ち向かうつらさ、たくましさ

なった。最初に小海に到達し

・２％、２年生は ・３％、 たのは大澤侑愛さん（３年）

し翌日の午後２時まで 時間、 た。学年別に見ると１年生は
女子は天候の影響により出発

した人にしかわからないプラ

を感じること』。一高で経験

３年生は ・５％となり、１
た。

イドがある。強行遠足をひと

（大泉検印所）

今回は、８月からＡＬ
Ｔとして赴任されたテリ
サ・ピンニ先生にインタ
ビューを行った。先生の
明るく天真爛漫な人柄を
紹介する。

━ 出身
「カナダのアルバータ
州。同州内で最も大きな
カルガリー市に住んでい
た」

━ 家族構成
「父、母、兄と夫。猫
も飼っている」

━ 好きな食べ物
「スパゲッティ。特に
●この春卒業の道村崇史さ
ん（女子後尾追走）
ＯＢという形で強行遠足に
携わることができて嬉しかっ

ティが好き」

ミートソーススパゲッ

一高のＡＬＴのなかで

業にしたい。今までの

ミュニケーションをと

「もっとみんなとコ

━ 一高生に一言

に感動した」

「学習に対する姿勢

━ 一高の印象

━ 好きなキャラクター 一番の先生になりたい」

「トイストーリーの

ウッディ」

━ カナダとの違い

「１番の違いは気温。

甲府の夏はとても暑かっ

た」

━ 今楽しみにしてい り、もっとみんなのこ

「桜を見ること。あ

言葉の壁を感じずにど

も笑顔で対応するので、

とを知りたい。いつで

とは長野に旅行に行っ

んどん話しかけてほし

ること

てスノーボードをする

先生は、前述の楽し

い」

━ ＡＬＴになった理由

みにしていることの他

こと」

「２０１３年に札幌

く、日本に住みたいと

た。日本の文化が面白

日本のことが好きになっ

伝わるので、是非、英

り交ぜながら話しても

英語の中に日本語を織

こと」も挙げている。

へ留学しに来たときに、 に「日本語を勉強する

思ったから」

に話しかけてほしい。

━ どんな授業をした 語が苦手な人も積極的

いか

理をしないように進み、休憩

いませんでしたが、登りは無

一高での強行遠足に参加する

の強行遠足に参加したので、

ときは北海道の北見北斗高校

（聞き手・増坪）

はストレッチなどをしていま

のは今回が初めてでした。当

「とにかく楽しい授

した。唯一したことといえば、
たです。スタート前から完走

日に向けて特に練習はできな
はじめは、大変な部分の方

してやるという自信と覚悟を

各検印所の最終検印時間を確
「そのお守りに一番励まさ

が多いかなと思っていました

感じました。強行遠足を走り

かったけれど、最後の強行遠
れたのはどの検印所のあた

が、当日は朝は早かったけれ

した。一高は北見北斗高校の

らいいなという思いはありま

認しそれに間に合うように先
りか」という質問では「野

ど全体としてはそんなに大変

足で１番に小海に到達できた
％

辺山」と答えた人が

ゴールした自分のことを、
きる一高生なら何があっても
乗り越えていけると思います。 周囲の人が自分のことのよう

強行遠足に比べて山道が多く、

ではありませんでした。子供

に喜んでくれて嬉しかったの

思っていた以上に標高差の激

で圧倒的に多い結果となっ

で、来年も今年のように挑戦

しいコースだったので全体が

全力で自分の限界を超えてい

することによって誰かに喜び

１年生のときは強行遠足が

台風で中止になり、２年生の

たです。

㌔を

位になることができて嬉しかっ

のは今年が最後だったので１

した。強行遠足に参加できる

で『やり遂げる力』を学びま

超える距離を走りきったこと

わったこと、そして

３年間一高で強行遠足に関

ほとんど歩いていました。

で走りすぎて、後半は坂道も

掴めずペース配分が難しかっ

３年間を通して「や
り遂げる力」を学ぶ

を届けられたらいいなと思い

たちの勇姿を見ることができ

順位は関係ありませんが、今
年はそのさらに上をいくこと
を目標にしていました。
部活の中では長距離、中距
離、短距離と様々なトレーニ

たです。私は前半の上りの道

た。次に多かったのが「臼

た来年も参加したいです。

挑戦することで誰か
に喜びを届けられる

眠時間の確保を優先しました。

ングを行い、そのほかには睡
昨年は上位でゴールするこ

具体的な歩行計画は立てては

ます。

けるように頑張ってください。

田」で

「 韮 崎 」 と 「 小 海」 で

％という結果になった。ま
た、中には検印所に関係な
く「常に力になっていた」
と答えた人や、回収したア
ンケート用紙に「お守りあ
りがとう」とメッセージを
書いた人もいた。１００㌔
以上の距離を走る男子にとっ
て、お守りは自分の限界を
超えて前に進むための力と

た。勿論、強行遠足において

たことの方が貴重でした。ま

を目指したくらいです。

Ms. Theresa Pinhey

％、その次が

割を超えた。

●１年 生、女 性の 保護 者

で到着時刻は午後１時 分だっ

時刻が１時間遅れて２日の午
年生は２年生に劣らない完走

63

体育振興主任の内藤秀俊先

全校の男子１００人にアン
ケートを行った。

％と

％ 、 「む

「お守りが力になっ

た。全体として

えた人は ５％だっ

しろ疲れ た」と答

た人は

なかった 」と答え

となった 。「関係

２番目に 多い結果

答えた人は

「力にな った」と

％ で最 も 多 く、

た」と答 えた人は

て「とても力になっ

という質 問に対し

女子から贈られるお守りに

強行遠足の無事を願って

率で最も高い結果となった。

前８時から同日午後４時まで
の８時間で行われた。
今年度は天候が不安定で、

90

女子の小海到率は ％で、

保護者のみなさん、同窓会の

会結果は以下のとおりであっ

な行為をする者が特に１年生

の清水栄一会長から激励を受
制限時間の短縮が影響したの

みなさん、そしてこの春卒業

た。

に何人か見られた。ルールの

け、そのあと午後２時から清

月１日、正午から体育館

甲府市美咲二丁目13-44

月１日から２日にかけて行われ、男子３８２人、

発

ル他、細かいルートの変更がされ、男子は学校から小諸まで１０３・５㌔、女子は高

女子４１３人がそれぞれの力を試した。今年度は開催

本校の最大行事である強行遠足が

１１月号
か昨年度の小海到達率の ％

41

【まきば給水所に向かう３年女子】
とを狙って小諸を目指しまし

月

日は ハロ

拡大した▼２月 日のバレン

を抜いて１２２０億円にまで

２０１５年にはバレンタイン

は５６０億円だったのに対し、

１年のハロウィンの経済効果

の大きな違いだろう▼２０１

ンが浸透している点も海外と

融合し、幅広い年齢でハロウィ

コスプレ文化がハロウィンと

となっている。また、日本の

一切無関係に仮装を楽しむ日

特に日本では魔除けなどとは

的が薄れている地域はあるが、

外にもハロウィンの本来の目

ための行事とされている▼海

の収穫を祝い悪霊を追い払う

西部のケルト人に由来して秋

ウィンとは古代ヨーロッパ中

た。 そも そも ハロ

に見 るこ とが でき

人を いた ると ころ

様々 な仮 装を した

ウィ ンが 行わ れ、

10

タインデーは愛の誓いの日と

して世界中で親しまれている。

日本では贈り物をするのが女

性から男性に限られているこ

とや、主にチョコレートが贈

られることなどが特徴的であ

る▼一高の女性から男性に贈

り物がされるイベント「強行

遠足」のお守りもこの約 年

間で形が変わっている。以前

はお守りにチョークを入れ、

男子が道中そのチョークでお

守りをくれた女の子にメッセー

ジを書き残していたが、現在

はサクマのいちごあめを入れ

るようになっている▼ 月

日には日本で圧倒的な規模を

誇るクリスマスがある。これ

も日本独特の文化が浸透して

いる海外のイベントのひとつ

だ。昔から伝わるイベントの

歴史や意味について知ってみ

ると、そのイベントを新たな

面で楽しむことができるので

はないだろうか。（飯田）

25
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90
58
「お守りは力になったか」

13, 13%
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なっているようだ。（飯田）

40

10

ついて、お守りをもらった

50, 50%

50

た」とい う人は８

大澤侑愛（３年）

甲府一高新聞部
68

10

60

とても力になった
力になった
関係なかった
むしろ疲れた
32, 32%

21

落合浩太（２年）

10

中止には至らなかったものの

【学校を元気にスタートする３年男子（校門）】

54

61

強行遠足で、もらったお守りは
質問：もらったお守りは
どのくらい力になりましたか
力になったか？
5, 5%
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月

日、

学年を対象に大学見学会が行われた。

生活に憧れを抱いた」（東京

２回戦

市川 ３―１ 甲一

甲工 ３―０ 甲一

３位決定戦

女子団体

学芸大学）「大学というもの
がどういうものなのかがよく

１回戦

女子団体

甲一

塩山

甲一

男子団体

２回戦

北杜 ４―０ 甲一

自由形

秒

㍍

（大会新）

望月満帆（１年）５位

秒

武藤英寿（１年）７位

秒

望月満帆（１年）３位

秒

自由形４００㍍

４分

２回戦

城西 ４―１ 甲一

●新体操

個人 フープ・リボン

●弓道

男子団体・予選敗退

後藤詩月（２年）５位

増坪由和

飯田春萌

岩下貴史

高野弘照

有野圭

―４ 白根

〈甲一新聞部員〉

をよろしくお願いします。

う。これからも甲府一高新聞

高新聞を作っていきたいと思

の経験を活かし、より良い一

流会を行った。交流会の中で

芸文祭で私たちは他校と交

り組みと同時進行で制作した。。

祭号や芸文祭新聞部門への取

今月号は先日発行した芸文

明誠 ６―４ 甲一

〈第三試合〉

甲一

〈第二試合〉

甲一 ７―６ 山梨

〈第一試合〉

女子団体・本選敗退

●アーチェリー

●ハンドボール

男子

男子団体形

●空手

山本 奏（２年）３位

女子個人

青木勇将（２年）３位

石田 聖（２年）１位

男子個人

北杜

―９ 甲一

―５ 甲一

―

１回戦

甲一

準決勝

山梨

女子

１回戦

甲西

準決勝

航空 ５―０ 甲一

３位決定戦

男子団体

●ソフトテニス

１回戦

３位

甲一 ４―１ 市川

●水泳

男子

背泳ぎ

秒

藤原 岳（２年）１位

背泳ぎ１００㍍

藤原 岳（２年）１位

㍍

甲工 ３―０ 甲一

女子団体

１回戦

韮崎 ２―１ 甲一

男子団体

●テニス

２回戦

甲一 ５―０ 甲陵

準決勝

必要だが、学問の本来の目的であ

06

46

57

50

62

26

29

甲一 ３―０ 明誠

分かった。施設や授業の様子

甲一 ３―０ 駿台

２回戦
河口湖 ３―２ 甲一
女子団体
２回戦

３位

も直接見ることができた。オー

１回戦

年度山梨県高等学

２回戦

平成

大学）と話した。今回の大学

女子

秒

笛吹 ３―２ 甲一
●山岳部
帯那山（競技審査・順位な

１回戦
甲一 ３―１ 山梨

●剣道

３０００㍍

プンキャンパスとはまた違う

見学に参加した生徒にとって、

１５００㍍

５分

秒

甲一 ３―２ 甲西

―

日本のエネルギーについて考

としたサイエンスレクチャー

分

甲商 ３―１ 甲一

校新人体育大会が、９月から

部の試合成績を掲載する。

●バスケットボール

めの視点が少し増えたから、
●陸上

上野原

―

参加した生徒は、「行って

えるのと同時に、今後の進路

伊藤万由（１年）７位

―

みようかなと軽く考えて今回

選択を考える貴重な機会になっ

（ベスト

の大学見学に参加した。しか

たようだ。

予想されたが、誰一人怪我を

し）

人の

）

伊藤万由（１年）４位

雰囲気を感じられて良かった。
月にかけて行われた。各

これからの選択に生かしたい
男子

女子・１回戦

自分の進路について考えるた

し、このような機会をまた設

３０００㍍ＳＣ

男子・２回戦

けて欲しい」（首都大学東京）

２回戦
北陵

●卓球

学分野の菊池教授の授業を体

し、研究に取り組む先輩方と

会となったと思う。この体験

することなく無事に終えられ

●バドミントン

が行われ、県内から

（高野）

科学が世の中にどう役立つか、

る「知識の探究」を見失ってはい

73

今回の大学見学会は、文部科学省の「エネルギー教育推
進事業」の一環として首都大学東京の粒子間のエネルギー
についての模擬授業、東京海洋大学の電池推進船に関す
る模擬授業、東京学芸大学の放射線に関する模擬授業の

三段跳

甲一

ことで影響を受けるものがあ

岩瀬大周（２年）４位

り、エネルギーとは何かとい

「エネルギーについて考える
の熱エネルギーによって仕事

人の生徒が参加した。

をする原動機）、電池推進船

藤本真生（２年）６位

コースに分かれて

東京学芸大学では、自然科

うことについて再確認できた

秒

学系・理科教育分野の鎌田教
「らいちょう」を見学した。

とともに、新たな知識が得ら

分

授の講義と放射線量の測定実
また、海洋電子機械工学部門

験した。東京海洋大学では、

話したり、大学の環境に触れ

が進路選択の参考になれば嬉

た。度重なる行事の関係で準

男子団体

エネルギー関連として、内燃

たりした中で、充実した大学

しい」と話した。

備期間は短かったものの、実

男子団体

㍍

験を体験し、首都大学東京で

の賞雅教授の授業を体験した。 れ有意義だった」（東京海洋

機関実験室（燃料をシリンダー

ホタルの発光」「錬金術」の

また、自然科学部部長の若

験は成功となったので良かっ

円盤投

は、大学施設の見学の後に化

内で燃焼させ、燃焼ガスを直

３つの実験が行われた。

林俊平君（２年）は「指導者

た」と語った。

甲一 ３―１ 山学

接作動流体として用いて、そ

青柳勇樹君（１年）は、「実

と参加者に対して指導者の人

に論文が載るかどうかが問われ、

しかし、大隅さんは 月３日の

の確保が困難な仕組みに疑問を持

目立たない分野の研究では研究費

いときにタンパク質を分解して新

記者会見で、自分の研究はあくま

３日、ノーベル医学生理学賞を受

しいタンパク質やエネルギーを作

えることにより自分たちも理

ち、日本の科学研究が空洞化する

らなる構成で、「ブラック

でも基礎研究であり、「がん」や

どうかを研究初期段階

に見極めることが困難

だ。そしてそれは、科

学研究の分野だけでな

くどの分野の学問にも

同じことが言えるだろう。

利便性や効率性を重視し、有望

がんの治療やウイルス性疾患への

という観点が重視される社会の中

な分野へ重点的に投資することも

応用など幅広い研究が進められて

けない。

（有野）

で大隅さんは、いかに早く一流誌

期待される。また米国、欧州では、 した。

り出す役割を果たしている。

可能性を指摘している。

賞した。生理学医学賞で日本人の

「寿命」の研究につながると確信

解が深まったと思う。近年の

して研究を始めたのではないとい

理系人気が高まる中で、今回

パーキンソン病などの神経疾患
誉教授に続いて４人目、２年連続

この仕組みは、細胞に核のある
すべての生物が持つもので、細胞
の中で正しく機能しなくなったタ

基礎研究はそれが役に立つのか

ではオートファジーの遺伝子が正

れている。

62

うことを強調し、自然科学の分野

に取り除く役割や、栄養が足りな

㍍

日、中学生を対象

験が成功するように入念な確

数が少なく、実験中の怪我も
今回は指導者として実験に携

（高野）

中学生が参加した。実験指

認、準備を行った。普段は先

月

導をするにあたって、本校

生方から教わる立場であるが、

た。今回で５回目となるサ

わった。勿論、人に教えると

講師として指導にあたった

人の一高生が講師となっ

自然科学部をはじめとする

イエンスレクチャーは、物

福岡県出身で東京工業大学栄誉

00

常に機能していないことがわかっ

教授の大隅良典さん（ ）が 月

１回戦

27

となる。受賞理由は「オートファ

ウォールを作ろう」「ウミ

いうことは難しかったが、教

飯塚孝志（１年）７位

29

における基礎研究の重要性を主張

受賞は、昨年の大村智北里大学名

理、生物、化学の３分野か

78
16

11
59
72

ジー（自食作用）の仕組みの発見」。 ており、予防法や治療法の研究が

のサイエンスレクチャーは生
活の中の科学に触れられる機

33

42
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63
86

1

【錬金術の実験の指
導をする一高生】

68
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12

E-mail shinbunbu@first.kai.ed.jp
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13

〈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
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89

28

6

30

25

おり、既に 件の臨床試験が行わ

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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ンパク質などを、異常を起こす前

47

部説

第２５７号（創刊1947年5月20日）
2016(平成28)年11月14日（月曜日）

作：飯田 春萌

【大学の担当者から説明を受ける生徒（東京海洋大学）】

