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力になった」と嬉しそうに話

して頑張れ』と言われとても

が先生方に『いつもの力を出

山仲健太君は「緊張している

どちらも 点以上高くなって

いては昨年の平均点と比べて

た。特に英語と生物基礎につ

政治・経済の平均点が上がっ

語（筆記）、生物基礎、倫理、

うと思う」とやる気を語った。 を見ると、昨年度に比べて英

した。また、櫻原葵君は「セ

たので、テストもいつも通り

方もいつも通り接してくださっ

なく緊張はしていない。先生

ンター試験当日という実感が

り、昨年より易しくなったこ

がこれまでより一層顕著にな

文の内容を大掴みさせる傾向

いる。理由として、英語は英

ブル初期だったので教

━ 高校生時代にやって

おけばよかったこと

「英語を勉強しておけ

な職業

も考えたけど、結局教

ばよかったと思う。高校

師以外に色々

師が一番しっくりきた」

たるところで英語が飛び

━ 授業で意識してい 卒業後東京に出ると、い

ること

交っていて、とても必要

てきた。一高に来て１年

て勤めた後、山梨県に戻っ

神奈川県で生物教師とし

で過ごした。卒業後は、

水女子大学理学生物学科

業後、大学時代をお茶の

「甲府南高校普通科卒

━ 経歴

を紹介する。

てくださる安達栄子先生

優しく生物の授業を教え

いたので影響を受けてい

をねらえ！』が流行って

だった。その頃『エース

で、部活は硬式テニス部

「明るくて活発な性格

━ 高校時代の様子

羅ちゃんにも期待」

み。スキージャンプの沙

ンピックがあるので楽し

入り。来年には平昌オリ

戦で、羽生くんがお気に

「最近はフィギュア観

━ マイブーム

人間になってほしい。ど

終わらずに社会で役立つ

たい。また、勉強だけで

いように頑張ってもらい

途半端で終わることがな

ることは難しいけど、中

つひとつきちんと仕上げ

向き。あと忙しい。ひと

「一高生は真面目で前

━ 一高生に向けて

ようと思った」

るのを見て自分も勉強し

一高生がよく勉強してい

理系の生物を深めたい。

ら考察する問題が出題された
ことで平均点が上がった。し

生は「平常心で臨んで、全力

かし、国語、日本史Ｂ、物理

会場に行われ、本校からは３年生２５６人が山梨大学武田キャンパス
を発揮してほしい。プレテス

いる河西寛之先生は生徒たち

３年間６組の担任を務めて

た。

事の野澤俊英先生に話を聞い

向について、本校進路指導主

今年度のセンター試験の傾

はマイナス ・９点である。

年度は１０３・５点とその差

９・４点だったのに対し、今

語で、昨年度の平均点が１２

基礎は昨年に比べて平均点が

と山梨県立大学池田キャンパスの２会場に分かれて受験した。試験当

下がっている。前回に比べて

激励のエールを送った。

「なるべく例をたく

目だが、 年前にも６年

た。また、進路選択のと

んどん大人と話をしてく

に「大丈夫」と声を掛け「や

期待を寄せた。

性を感じた」

━ 教師を志した理

きに自分は県外へ行きた

ださい」

室で学年全体のセンター激励

菓子などを手渡した。また、

先生は「メンタルを強く持ち、 ることはやった、ベストを尽

別の予想総合平均点は、９０

今年のセンター試験の文理

もに、文章全体の主旨や主題

傾向を見ると現代文・古典と

を把握する力が必要とされ、

くせ」と励ましの言葉を送っ

０点満 点で、 文系 ５５６ 点

昨年より難しくなった。また、

実力を発揮してほしい。生徒

（対前年プラス９点）、理系

物理基礎では、現行課程になっ

３学年の先生方は、生徒の無

激励を受けた３年生の渡井

５６２点（対前年マイナス２

て初めて組立単位や回路の短

会が行われた。堀井昭校長先

友梨さんは「緊張していて不

点）という結果となった。中

絡が出題され、昨年度よりや

た。

いる」と話し、３学年主任の

安が大きいが、先生方の激励

間集計をもとに主な教科ごと

や難化した。他に、日本史Ｂ

達は見る限り明るい顔をして

試験当日は気温０℃という
武藤一輝先生は「持てる力を

を受けて緊張が和らいだ。や

の平均点（左上の図を参照）

事を祈って学校近くの御崎神

たという自信を持ち、センター
極寒の中、緊張した雰囲気で
十分発揮し、最後まで諦めず

るしかないから頑張ってこよ

生は「今までの努力や、様々

激励に来ていた堀井昭校長

さん出して生徒が内容

「一生続けられる仕事

かったけど、親は反対し

試験もきっといい結果が出せ
やってきた３年生に、先生方
頑張ってほしい」と話した。

いたから良い結果を期待して

るんだ、という強気で臨んで
は励ましの言葉をかけたり飴

社で合格祈願を行った。

意を込め、飴やチョコレート

━ ２０１７年の目

がしたかった。もとから

ていたので説得するのが

ほしい」と話し、３年生へエー
を手渡したりするなどして各

な苦しい場面を乗り越えてき

前日の 日は、本校視聴覚

を身近に考えられるよ

教師になることは考えて

大変だった」

を毎日きちんとして、どんな

「もっと勉強をして、

いたが、就職の頃 はバ

問題内容は、年によって難化

問題にも対応できる確かな学

うに心掛けている」

これから、センター試験を

したり、易化したりするが、
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ルを送った。その後ホームルー

平均点一覧（中間集計）

今回はいつも私たちに

受ける１・２年生に向けて、

力を養ってほしいと思います」

基礎は知識問題や初見の図か

野澤先生は「センター試験は、 『授業をベースにした基礎力

と日々の努力の重要さを語っ

受けてきたい」と力を込めた。 とが挙げられる。また、生物
（増坪）
センター試験の傾向

では、史・資料の読解力が要

が問われる』という点は変わ

た。

トでよい結果を出した人が多

進路指導主事の野澤俊英先

甲府一高新聞部

日は、堀井昭校長先生をはじめ、３学年の先生方が各会場で３年生に

日の両日、県内の６つの大学を

所
行
発

最も点差が大きかったのは国

、

２月号
くいたため期待している」と

国語・日本史Ｂ・
物理 基礎は昨年
よりも難化

求され、統計資料を用いた出

すべて教科書から出題されま

りません。授業の予習・復習

間勤めていた」

先月の９日は成

人の日だった。山

梨県内では、前日

の８日に甲府市を

はじめとする多く

の市町村で成人式

が行われた▼今日の成人式は、

第二次世界大戦の敗戦で気を

落としていた世の中の未来を

担う若者に、明るい希望を持っ

てほしいという励ましの意味

で埼玉県で行われた「青年祭」

が発端とされている。１９４

８年には祝日法が公布され、

成人の日は「大人になったこ

とを自覚し、みずから生きぬ

こうとする青年を祝い励ます」

という趣旨の下、祝日と定め

られた▼成人の日には、女性

の多くが「振袖」と呼ばれる

袖の長い着物を着ている。し

かし振袖とはもともと袖の短

い日常着であったようだ▼江

戸時代になると、デザイン性

が強調されるようになり、袖

が長く作られるようになった。

晴れ着として振袖を着るよう

になったのは、長い袖では日

常的な動作には向かないとい

う理由から、徐々に「未婚女

性のための特別な装い」とい

う高い格式になっていったこ

とがはじまりと言われている

▼「袖を振る」という言葉を

に振る」となると、今度は求

（飯田）

婚を拒否するという意味にな

リーダー部員、吹奏楽部員な

約２００人の応援団員、チア

校から総勢

た。今年で９回目となる発表

学メモリアルホールで開かれ

２年ぶりとなる「オールメン

た、今回の応援団発表会では

けて校歌の演舞を行った。ま

露し、本校野球部員も駆けつ

「鶴城に」などの応援歌を披

旗の披露に始まり「希望の光」

袖を振り分け、大人になった

が後を絶たない。しっかりと

ぎを起こした新成人の逮捕者

年、成人式の式典の最中に騒

感情を表していたようだ▼近

事で、昔は袖を振って自分の

より下の垂れ下がった部分の

会には、県内

どが参加した。各学校迫力あ

の拍手」が披露され会場をわ

（増坪）

る演舞を披露し、それぞれ日

しいものだ。

ことを自覚して行動をしてほ

（高野）

かせた。
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頃の練習の成果を発表した。

本校応援団は、昨年に引き

10

14

教室に送り出した。

平成２９年度センター試験平均点一覧

（聞き手・飯田）

題が復活し、物理基礎と同じ

す。毎日の授業が勝負です。

知っているだろうか。これは、

愛情を示すという意味になる。

続き団員２名のみという厳し

しかし「袂（たもと）を前後

い状況の中での演舞発表となっ

日、第９回高

る。袂とは和服の袖の袖付け

月

分間に及ぶ演舞は、団

昨年

校応援団発表会「大連盟旗へ

た。
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の集い」が甲府市山梨学院大

12

15
【担任の先生から励まされる３年生（山梨大学）】

14

大学入試センター試験が１月

12

く昨年度よりやや難化した。

【演舞を披露する岡本団員】

13

ムでは各担任の先生が激励の
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参考

第２５９号（創刊1947年5月20日）
2017(平成29)年2月3日（金曜日）

経済の前向き な変

人に占めるリピーターの増加

近年の日本では、訪日外国

ゲイ、バイセクシャル、トラ

ロテスタント）という略語よ

イト・アングロサクソン・プ

アメリカではＷＡＳＰ（ホワ

ある。現在欧米は人種や宗教、

りも、ＬＧＢＴ（レズビアン、 支え続ける希望が必要なので

ジョンが必要であり、それを

長期的でバランスのとれたビ

両立こそが重要であり、より

にとってもひとごとではない。 ない。市民社会と国家戦略の

い。歴史を冷静に謙虚にみつ

が見られる。２０１６年の訪

はやはり困る。独善的なナショ

僕は小学生、中学生、高校

めながら未来を展望し、大国

日外国人数のうちリピーター

ジェンダーの多様性に直面し

予想される。外交というもの

した。大学に入って間もない

に依拠しない絶対的な価値観

ているが、日本にとってもひ

日、首都ワ

頃に、ベルリンの壁が崩壊し

を長い時間をかけてつくって

ンスジェンダーの同性愛者や

とごとではない。

月アメリカ大統領選挙を制したドナルド・トランプ氏が先月

だからこそ、これからは両論

たことは今でもよく覚えてい

の増加は１０００万人に達す

性同一性障害を抱える性的少

２０１７年は、日本が「質

昨年

だけに分かれて話し合うので

る。当時は良くも悪くも米ソ

いくべきだ。

ると見込まれる。

数者集合）という略語のほう

の高い成長と持続可能性を両

ナリズムが辿る先は闇しかな 化

はなく少数の意見を交えて話

という形で世界の構造が見え

これは、地域がそれぞれの

が注目されている。２０１０

立し、世界から信頼される成

は基本そういったものである。 生の時代を東西冷戦期に過ご

す「未来志向の考え方」であっ

ていた。冷戦崩壊後もアメリ

文化や自然、歴史などの魅力

年の国勢調査では、成人のア

代アメリカ大統領に就任した。就任演説

では「アメリカファースト」を主張し雇用創出や国境管理強化などを通してアメリ

てほしい。領土問題は数十年

カというものがいろいろ問題

を活かし、ブランディングや

シントンの連邦議会議事堂で宣誓し、第

カを偉大な国にすると強調した。これを受けて新聞部では本校社会科教員の小宮山

で解決するような簡単なもの

を抱えた国家ではあるけど絶

マーケティングで実力を高め、 メリカ人の３・８％がＬＧＢ

小宮山隆先生に聞く
これからの国際

ポでは大量虐殺や破壊が連日

たシリアのイドリブやアレッ

深い影を落としたままだ。韓

をとりまく外交秩序の構築に

北方領土の領有権問題も日本

国や中国を批判することは容

繰り広げられている。

隆先生にこれからの国際情勢について話を聞いた。

ではない。お互いに領土を主

対的・普遍的なものとして存

冷戦終結から三十年近く経
易いが、僕たち日本人自身も

スがあったが、シリアの内戦

プ旋風など注目されたニュー

後も一向に改善されず、パレ

がない状況は第二次世界大戦

国境と民族、宗教の整合性

も悪くも主権や領土という意

見せつけられた典型だ。良く

北方領土問題は外交の現実を

してわからない。ロシアとの

対的な存在から相対的なもの

プ政権の成立でアメリカは絶

退している。そして、トラン

なってアメリカの力は年々衰

波及は鈍い。むしろ、２０１

に対し、設備投資や賃金への

をみると、企業収益の増加額

年度の企業・家計部門の変化

２０１２年度から２０１６

ンスである。

化など生産性向上を進めるチャ

なった。失業を気にせず機械

めて全都道府県で１倍以上と

１９６３年の統計開始以降初

ンダーなどの一層の多様化は、

のエスニシティ、宗教、ジェ

領を熱心に支持してきたもの

人に上る。彼らもオバマ大統

なる。また、有効求人倍率は、 えており、その数は９００万

高付加価値化を進める契機と

アメリカ社会での合意形成や

Ｔのいずれかに該当すると答

（高野）

る年となることを期待したい。

熟国」を目指し、一歩前進す

メリカに依拠しない絶対的・

そうしたとき、僕ら自身はア

保険料負担の上昇から手取り

世界経済の不透明感は続く

から消費への波及も弱く社会 ションを起こす

の慎重姿勢は強まった。所得

が、日本はぶれずに、社会的

数派の台頭は世界に広がって

しかも、こうした多様化、少

マ元大統領を悩ませてきた。

ガバナンスを困難にし、オバ

年の出題傾向を得て私たち１・

校を決める時期となった。今

わり、いよいよ３年生は出願

大学入試センター試験が終

沢山あるが「参政権が

もらいこと

へとなった。アメリカありき

６年度の企業の期待成長率が

者になるということは政権選

普遍的な価値観を創出しなけ

収入の増加が限定的な中、将

（高野）

の世界ではなく、アメリカも

択ができるようになるという

年経っ

）

歳」になったことには特に注

一つの国にすぎなくなった。

ことである。さらには、憲法

ればならない。戦後

年度を下回るなど、企業

目してもらいたい。そこには

という国の根幹を決定できる

多様性からイノベー

大きな意味があり、まず主権

日本経済への希望ー

（聞き手・高野）

張することは大事だが、議論

在していた。しかし、近年に

つが、そのなかで昨年は最も
陸上の国境線を持たず、日米

やウクライナ情勢など他にも
スチナ問題のように異なる民
識が日本人は極めて希薄だ。

う。

が白熱しすぎないように国益

社会
流動的な一年だったと思う。
安保体制に麻痺してしまって
そもそも「国境が犯される」

過 去 の 歴 史 か

昨年はイギリスのＥＵ離脱 ら 見 る 今 の 世 界 と

注目すべきニュースがその影
族間で一つの領土をめぐるよ
ロシア側が善意で主権を譲り

ということがリアリティーと

に隠れてしまい、メディアで
うな対立は至るところで発生

渡すことなどはありえないと

やアメリカ大統領選のトラン 日 本

もっと取り上げられるべきだ
している。竹島や尖閣諸島、

高校生に注目して

を考えて主張するべきだと思
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昨 年 を 振 り 返っ

|

と感じた。学生時代に過ごし

いる。いわば、水平のグロー

先生が述べていたように、日々

２年生が出来ることは、野澤
た民主主義と平和主義を堅持

を怠たらず、まずは約１カ月

バル・トレンドであり、アメ

すべきなのかそうでないのか、 消極的だ。「失われた

イノベーションは社会的課

後に迫った後期期末試験に向

課題の克服に向けて進むこと

という重要な要素が含まれて

の間にしみ付いた「縮み志向」

題を経済的価値に転換する。

多様性は、経済成長の核と

けて、少しずつ学習の強化に

最近、交通事故件数が減ってい

ライバーは運転に関与しない完全

動化し、２０２５年をめどに、ド

イバーが対応するところまでを自

らバスの本数・タクシーの数が少

くる。しかし、ドライバー不足か

公共交通機関が生活の要となって

確実に上げる必要がある。高速道

断していく。この判断の正確さを

況などもＧＰＳと連動しながら判

すべてＡＩが行い、また周囲の状

工知能だ。ハンドルなどの操作は

運転を敬遠する人が多くいるため、 めに鍵となるのがＡＩすなわち人

増坪由和

飯田春萌

岩下貴史

高野弘照

有野 圭

が肝要である。

いるからこそ、僕たちの手で

自由か平等か、共存（多様）

が、「前向きな志向」へと転

経済成長と持続可能な社会の

なるイノベーションの種子で

努めていきたい。

る中、高齢者による交通事故件数

なくなり公共交通機関でさえもう

年」
社会を決められるようになっ

か排除（一様）か、こういっ

換し好循環を実現するために

実現は両立できる現在欧米は

あり、多様で寛容な市民社会

の授業を真剣に受けることだ
たことを意味する。僕たちが

たいくつかある主軸から憲法

は、政府は構造改革に、企業

人種や宗教、ジェンダーの多

リカのリーダーシップを阻害

どういう社会にするのか、そ

や政権選択に臨むべきだ。

は人的投資や意識変革に本腰

ろう。そのための予習や復習

のためにはどうしていくのが

そうはいっても短絡的な「Ｊ

は国家戦略なしには維持でき

は増えている。コンビニや電柱な

自動運転を目指している。海外で

まく回らなくなった。そこで公共

〈甲一新聞部員〉

どへの追突事故から、他人の命を

完全自動運転を目指している。こ

完全自動運転は交通事故の防止、

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。

奪ってしまう死亡事故まで様々だ。 は早いところで２０２１年までに
そのような事故を防ぐために国を

路での実用化はすでに

先行されているが一般

道での実用化、バスや

タクシーへの導入が採

過疎地域の活性化などに必ず貢献

算に合うかが問題となっ

するため、今後の開発に期待して

てくる。

不足は解消されるようになる。こ

交通機関に完全自動運転のバス・

のように完全自動運転は過疎地域

の完全自動運転は交通事故の減少

ているが、またそれは交通事故を

あげて開発を進めているものがあ

防ぐ他に、過疎地域にとても役に

タクシーを取り入れることで人手
在、アクセル・ブレーキ・ハンド

に 番の効果をもたらすと言われ

ル操作のうちどれかひとつ自動に

（岩下）

いきたい。

今後、完全自動運転に近づくた

の活性化にも大きく貢献する。
過疎地域では高齢者の中に車の

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

している。

一番いいのか大いに議論して

を入れて取り組む必要がある。 様性に直面しているが、日本

ほしい。

ａｐａｎ Ｆｉｒｓｔ」、で

来不安も根強く消費に対して
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て

| |
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する技術までが実用化されている。 立つ役割を持っている。
２０２０年までに緊急時にはドラ

〈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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る。それは、自動運転車だ。今現
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「重要なことは、アメリカに依拠しない絶対的・
普遍的な価値観を創出し戦後70年経った民主主
義と平和主義を堅持すべきなのかそうでないの
か、自由か平等か、共存（多様）か排除（一様）
か、こういったいくつかある主軸から憲法や政
権選択に臨むべきだ」と話す小宮山隆先生
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