え、自らの意思 でこの甲府

れまでの義務教 育期間を終

ＰＴＡ会長は「 皆さんはこ

われた。

式は緊張した雰囲気の中で行

え、初めて顔合わせを行った。

生徒自治会会長より

新入生へメッセージ

の下、真の一高生としての自

人一人であり、「自治之精神」

果として現れるはずです。

みてください。必ず貴方に結

生徒を代表して、本校生徒

皆さんは高校生となりまし

第一高校を選択 した。その
自治会の李戴圭会長が歓迎の

覚と誇りを持ち、目標に向かっ

選択に間違いは なかったと
言葉を述べた。その後、新入

た。義務教育を終え、「自律」

思う。それは、 今日から始
生を代表挨して普通科の鎌田

新入生の皆さん、御入学お

て全力で取り組んでいかなく

まる３年間の高 校生活を通
瑞希さんが「これからの３年

めでとうございます。２・３

ります。これを機に更にクラ

をする時がやって来ました。

して実感するは ずなので自

間を一高生として生活を送る

年生一同御祝い申し上げます。 れませんが、そんなことはあ

スの団結を深め、これからの

てはいけないと私は言いまし

信を持ってほし い」と祝辞

ことができることを嬉しく思

りません。日々の心持ち一つ

ぜひ一高校生としての責任持っ

を述べた。

う。私達は、今勉強や部活動、

私は本校生徒自治会会長の李

た。

来賓紹介及び 祝電披露、

学校行事に期待と希望で胸が

人、計２８１人の生徒が晴れて一高

年度入学式が４月７日、本校体育館で行われた。式には新入生、保護者、来

賓、職員が出席した。普通科２００人、探究科

あと数ヶ月で一高祭が始ま

か、この高校の真意とは何か。 ください。

小難しい事に聞こえるかもし

てください。皆さんが過ごす

この三年間をより充実したも

ると私は思います。先生や先

輩、友達だけでなく人に会っ

のにするためにも、どうぞ行

どうぞ一年間よろしくお願い

たら挨拶をしてください。決

動を起こしてください。皆さ

ての誇りと感謝の念を持って

新入生の皆さんは受験とい

して諦めず最後まで何事も成

んならどんな壁も乗り越えら

閉式後、本校ア ・カペラ部

う大きな壁を乗り越え、この

し遂げてください。常に向上

れるはずです。陰ながらでは

始まる高校生活に対する夢と

続いて、新入生の各クラス

甲府一高に入学しました。そ

心を持ってください。気乗り

ありますが、心より応援して

します。

その後、新入 生は担任の

の代表者が一高生となるにあ

して、應援練習を終え、今に

しない、面倒だと思う人もい

います。頑張って下さい。

悔いのないように過ごしてい

先生に誘導され 、教室に移

たっての決意表明やクラスの

至ります。私が対面式にて話

るでしょう。一高に入学を果

と生徒自治会本 部により校

動し、最初のロ ングホーム

目標などを発表し対面式は無

した内容を覚えていますか。

期待で一杯だと思う。今の感

引き続き新入生を代表して、

ルームで提出物 、配布物等

事終了した。

きたいと思う」と挨拶した。

探究科の小笠原孝介君が「今

の確認を行い、 体育館で保

歌が披露された。

日からは、伝統ある甲府第一

護者とともに記 念写真を撮

激を忘れずに高校生活を送っ

高等学校の生徒としての自覚

影して当日の日 程を終了し

た。

挨拶はほんの一瞬の行為

自分自身の挨拶の仕方を時々

様々な場面で挨拶をします。

これも先生方、應援団、吹奏

スなく終わることができた。

たのにも関わらず、大きなミ

番直前のところで変更点があっ

年生として最後の應援練習だっ

應援団の岡本友団長は「３

ば良いと思う」とを語った。

野球部の皆さんを応援できれ

球応援も、皆で本気になって、

たしたのなら、先ずはやって

楽部、應援委員、有志、保健

たので、悔いを残さぬように

皆さんが生徒自治会の会員一

委員などの準備段階から当日

当日の準備期間から一日一日

（髙野）

の運営にいたるまで、皆さん

應援委員に加えて有志の一般

わたって行われた應援練習も

を大切にして應援練習に向け

生徒も指導にあたった。

こそ１年生を迎え入れるため

運営に関わるような大きなト

のおかげだと思う。多くの人

にわたって、本校の伝統行事

の行事を無事にこのような形

ラブルもなく無事に終えるこ

て準備を行ってきました。そ

で終わらせることができた。

とができました。今後の應援

のご協力に感謝している。す

来年は今年を上回るように、

団のことについては現在、３

指導にあたった生徒自治会

一高の良き伝統として受け継

年生団員２人、１年生団員１

である應援練習が行われた。

いでほしい」と話し「新入生

人という大変少ない状況下で

の成果もあってか、２日間に

はこの應援練習を通して得た

活動しており、私達は今年で

べての人が本気になったから

忍耐力を糧に、学校生活を最

引退となってしまうので、こ

副会長の立川果歩さんは「本

後まで全力でやり遂げてほし

れからの一高の伝統の継承、

この練習を乗り越えた１年生

語った。

の数が必要となってくる」と

の後継者になってくれること

を信じている。また、夏の野

（高野）

の皆さんなら一高の良き伝統

謝の思いも忘れないでほしい。 応援団の継続のためにも団員

い。同時に、周りの人への感

今年は應援団、生徒自治会、

日の２日間

14

てもらいたい」と式辞を述べ

を持ち、先生方や先輩方のご

（高野）

日、対面面式が本

せてくれる生徒、挨拶のタ

でその時々の状況で表情や

チェックしてみてはどうで

日、

た。

４月

校体育館で行わ れた。２、

人の印象が決まってしまう

が、これが私自身の挨拶の

イミングがうまくかみ合わ

声の調子も変化します。し

しょうか。

４月

指導の下、新しい仲間と力を
合わせ、切磋琢磨し、共に支
え合いながら勉学や部活そし
て様々な行事に精一杯励むこ
と約束する」と誓いの言葉を
述べた。

見ていると、生徒個々の挨

３年生は新入生 を拍手で迎

る生徒などです。毎回その

拶の仕方はほとんど変化し

ＰＴＡを代表して清水栄一

ような生徒達から元気をも

ないように思います。それ
がその生徒の個性であり簡

らえることにいつも感謝し
ています。

なかなか覚えられませんが、 私の方を向かない生徒も見

としたら、高校生活はもち

距離感です。私は生徒が校

ない場合でもアイコンタク

かし、定点観測的に校門で

13

生の仲間入りとなった。

昭

た行動が出来るようになって

職員の紹介を行 い、新入生

「挨拶の仕方」
校長 堀 井

受けられます。それぞれ何

ろん、これからの人生を大

単には変わらない、あるい

様子を私は見てきました。

私への挨拶の仕方だけで印

らかの事情があるかもしれ

きく左右するかも知れませ

一方、少数ではあります

ました。新入生は入学して

生徒への「おはよう」の声

象に残る生徒も少なくあり

ませんが、社会に出てから

ん。大学入試や就職試験で

は変えられないのでしょう。

数日が経過し、この一高で

かけに対して十人十色、百

ません。私より先に挨拶し

大丈夫だろうかと心配にな

が、無反応な生徒、声の出

高校生活を送っていく覚悟

人百色の反応があります。

てくれる生徒、声の大きな

もし挨拶の仕方一つでその

ができたでしょうか。入試

私の立ち位置から校門まで

ない生徒、声は出すものの

で不合格となり本校に入学

門を通過する前後に「おは

トだけはしようとしてくれ

の面接、社会に出てからも

ります。

一人一人の生徒の名前は

李

【新入生を指導する岡本団長】

10

よう」と声を発します。

10

一高生としての行動とは何

れて甲府第一高校の生徒となっ

「自治の精神」

（新入生）の入学を許可し、

学校生活を充実したものにし

平成

式は国歌斉唱の後、堀井

でそれは達成することが出来

戴圭

戴圭（りていきゅう）です。

発

生徒、挨拶の瞬間笑顔を見

で生徒の皆さんが登校する

【誓いの言葉を述べる小笠原孝介君】

81

メートル位だと思います

て、できるかぎり校門付近

さて、昨年度一年間通じ

ちましょう。

生徒自治会長

いっぱいである。一高生とし

甲府市美咲二丁目13-44

保護者代表の挨拶が行われ、

甲府一高新聞部

た皆さんの胸の中は、新しく

行 所

「高校入試を見事突破し、晴

４月号
昭 校 長先 生 が 入 学 予 定 者

29

できなかった 名余の人た

平成 年度がスタートし
29

ちの分まで頑張る気概をも

30
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４月１日より年

度が変わり、全国

各地の学校で入学

式が行われた。本

校でも今月７日の

入学式で２８１名

の新入生を新たに一高生とし

て迎え入れた▼日本の多くの

学校では４月から新年度が始

まるのが一般的だが、アメリ

カをはじめとする欧米諸国の

学校では、夏休み明けの９月

から新年度がスタートする仕

組みとなっている▼江戸時代

の教育の場であった藩校や寺

子屋、私塾などでは、時期を

問わず、いつでも入学するこ

とができ、年度を区切るとい

う考えは特になかった。明治

時代の学制により教育が庶民

にも浸透し、日本にも入学式

や新年度の概念が定着した。

当初は西洋の方法に似せて我

が国でも９月に入学式が行わ

れる学校が多かったが、その

後政府の会計年度が４月に始

まるようになったことに合わ

せて、小学校から順に統一さ

れ、最終的に現在の仕組みに

至った▼日本国内の有名大学

では、近年の急速なグローバ

ル化に伴い、海外の制度と同

様に秋入学制度を導入すると

いう試みもある。しかし、日

本の多くの学校が４月始まり

となっているため、年間計画

が上手く調整できず、学習や

活動に支障をきたすことから、

現在も春入学制度が主流となっ

ている▼４月のこの時期は、

誰しも少なからず身の回りの

環境が変わり、不安を感じる

人もいるだろう。しかし、何

か自分で新しいことを始める

絶好の機会でもある。新年度

に心機一転、前向きな気持ち

で様々なことにチャレンジし、

（飯田）

充実した一年間を過ごしたい

ものだ。

容を理解してもらうこ

「しっかりと授業内

━ 新入生にどんな生徒

になってもらいたいか

今月は何かと行事が続いて

１５年に「国連持続可能な開

忙しかったが、過ぎ去ってし

発目標）」が上位課題の目標

思う」と話した。

「『挨拶をしっかりす

まえばみな過去のことである。

と。数学は一度わから

る』『時間を守る』『服

それらのすべては、いつしか

発サミッ ト」で採択された

なくなると、どこから

装・頭髪を整える』『整

として導入されるようになっ

可能な開発２０３０アジェ

手をつけてよいのかも

理・整頓をする』および

長野高校の生徒は「大変論

ンダ」の中で掲げられてい

わからなくなってしま

「我々の世界を変革する持続

プも言いたいことを簡潔に述

の目標のことであり、

た。「ＳＤＧｓ」とは、２０

べていたので上手にまとめて
る

理的だった。また、どのグルー

いたと思った」と感想を述べ

覚えていないことだってある。

記憶から消えてしまい、誰も

（岩下）

『予習→授業→復習を習

た。

うので、あきらめず正

日、スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）の１年間の総まとめであ

子や出来事そして、編集者の

２０００年に採択されたミ

３月

苦労まで紙媒体として残して

そう思うと新聞というものは
今回は、４月から本校

ほしい。３年間で大きく

おくことができる。

年近くにわたって発行し

てしまい、翌朝目が覚め

をしていたらそのまま寝

横になって流星群の観測

た。夏合宿のとき校庭で

「天文部に所属して い

いが、あきらめない気持

ぐにではないかもしれな

声をかけてほしい。 す

になったときは、誰かに

で、もし行き詰まりそう

当に色々なことがあるの

こと、苦しいことなど本

新聞の編集長としていつでも

高野の所へ来てほしい。一高

に興味が湧いたなら２年６組

もし今月号を読んで、新聞部

ど様々な歴史を綴っている。

活の様子や活躍、思い出話な

ないほどの先生や生徒達の生

てきた一高新聞には数えきれ

━ 新入生に一言

たらラグビー部が練習を

ちを持ち続けることで必

てほしい」

していて、ラグビーボー

待っている。

「高校生活は、楽しい

ルが頭上を飛び交ってい

ず解決に近づいていくと

効果的な方法は実際に自らが

（聞き手・増坪）

過ごしましょう」

━ 一学年主任になった 思う。充実した３年間を

感想

「生徒の大切な３年間

英語圏に入り込み英語に慣れ

修を通して各自の課題が発見

回やり残したことを達成して

因・背景により、登校しない、あ

期特有の心の問題が自身の中に生

問題である。中高生の時期は成長

いじめや友人関係ではなく個人の

いる。高校に通うことだけではな

校生活の終わりを迎えてしまって

再び登校できるようにならずに学

まとめた保護者向けリーフレット

る者を除いたもの』と文部科学省

のうち、病気や経済的な理由によ

いることが多い。そのため、些細

じ、それが不登校の原因となって

ことも正しいことではあるが、自

く、新たに自分に合った道へ進む

分で一度決めたこ

を作成した。このリーフレットに

とをやり遂げると

いうのも大切なこ

とである。

は不登校の未然防止、早期発見・

は近年減少傾向にあるものの、平

は定義している。その数は全国で

校を拒否してしまうという状況が

なことで悩み、追い詰められて登

生活が始まった新入生にも、卒業

入学式が行われ、新たな環境での

先日、本校でも

早期対応、不登校になった場合の

日々を過ごしてほしい。自分の決

までの３年間この学校で充実した

めたこの道を最後まで突き進むこ

生まれている。

また、不登校になった生徒の学

（増坪）

校への復帰率は パーセントにも

成 年度時点で高校生だけでもお

不登校になってしまうのには様々

よそ５万人に上る。

とが大切である。

増坪由和

飯田春萌

岩下貴史

高野弘照

〈甲一新聞部員〉

た」

━ 高校時代の部活は

いと感じたら、勉強方

慣にする』『クラスみん

今後、これらの国際的な

た。

に着任され、１学年主任

つ】 考えていく機会になるだろ

課題について探究すること

なで勉強に取り組む』こ

本校のＳＧＨでは、今年度
から探究活動を行うのにあたっ
て国連で採択された「ＳＤＧ
ｓ（持続可能な開発目標）」

━ 経歴
業した後、早稲田大学教

（高野）

語を使いジェスチャーを交え

育学部に進学した。一高

う。

て意志を伝えようとしたが、

に赴任するまでは、峡南

「昭和 年に一高を卒

ホストファミリーの英語が聞

━ 教師を志した理由

高校に４年間勤務してい

んでいたけれど、ネイティブ

「高校３年間はかけが

き取れないことが度々あった」

の英語に慣れていなかったの

えのない時間であり、そ

成長してほしいと思う」

しい方法で勉強を続け

当日ファシリテーターとし

日か ら

（現２年生）と２

で上手く聞き取ることができ

た」

年生（現３年生）

なかった。今回の研修を通し

「普段から英語に触れて親し

を対象とした海外

れに関われるのがこの職

日ま で １年 生

短期研修が行われ

て、言語を習得するのに最も
今回の研修に参

ることだと感じたので、これ

されたようだ。

に関われるありがたさと
加した生徒からは

からこれまで以上に英語を使っ かりと基礎を固め、国内でも

た。

業だったから」

「今回の海外研修

てたくさんの人とやり取りや 出来るだけ多くの英語に触れ、 きたいと思う」といった感想

責任の重さを感じている」

で自分の英語力の

るいはしたくともできない状況に

こと

低さを痛感した。

あるため年間 日以上欠席した者

が聞かれ、今回の海外短期研

は、子どもが不登校にならないた

（岩下）

話をしたいと思うので、しっ 近い将来またアメリカで、今

め家庭で取り組める事柄について

今月 日、福岡県の教育委員会

簡単な英文法と単

━ 授業で意識している

法も含めてチェックし

てほしいと思う。勉強

て発表、運営に携わった田村

を務める数学科の内藤浩

レニアム開発目標を引き継

班（現２年生）が「Ｏｈ，Ｄ

航君は「昨年は聞く側として

で、生徒一人一人が国際社

る山梨ブランドサミットが本校を会場として行われた。サミットには在校生、探究

ｅａｒ！ Ｄｅｅｒ おや、

参加したブランドサミットに、

先生にインタビューを行っ

優れたもので当時の人々の様

の先生方の協力のもと、分か
りやすい英語での発表が重視

ピン／インドネシアに紹介／

まあ鹿 おぉ山梨か」の発表

今年は発表する立場として参

【写真＝オーストラリア
短期研修】
写真提供 ２年生
永井 陽奈子さんから

会の現状について、改めて

とが出来る集団になって

その後、全体会として体育

た。

参加した。また、長野高校など、他のＳＧＨ校の生徒や職員も参加した。
午前中の分科会では「２０
２０年に向けた受け入れ構想

輸出する」のテーマに沿った

を行った。続いて２年生ＳＧ

されていた。

発表が行われ、１年生（現２

Ｈの班（現３年生）が「水産

館に集まり、１年生ＳＧＨの

年生）は日本語でのポスター

加することができ、１年間の

を企画する」「○○をフィリ

セッション、２年生（現３年
王国やまなし」の発表を行っ
努力の成果を十分に発揮する

生）は英語でのプレゼンテー
た。今回の発表は本校英語科
ことができた。来年もまたこ
のような機会があると思うの
で、これからの探究活動を通
じて視野を広げ、これまで関
心のなかったことにも興味を
持って積極的に挑戦していき
たい」と張りきっていた。
ＳＧＨリーダーの内藤真由
さんは「校内ブランドサミッ
トよりも大きな規模で、各班
ごと一年間の探究活動のプレ
ゼンテーションをし、質問や
反 駁を 通 して 課 題 を 見 直 し
た り、 今 後の ヒ ン ト を 得 ら
れ たと 思 うの で 、 と て も 有
意義な時間になったと思う」
と話した。
発表 を 聞い た 長 野 高 校 の

55

取り組みなどについてまとめられ

不登校とは『何らかの心理的、

ている。

満たず、全体の半数以上が学校に

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

30

な理由があるが、特に多いのは、

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

19

70

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。

14

情緒的、身体的あるいは社会的要

50

27

ションを各会場に分かれて行っ

【２年生（現３年生）によるプレゼンテーション】

３月

が思った通りにいかな

17

ぐ新たな目標のことである。

【持続可能な開発目標の

17

科入学予定者（現探究科１年生）、山梨県教育委員会指導主事、生徒保護者などが

23
作：飯田春萌
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