3年3組鄭イソル(甲府南中出身)
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｣の形が届きますように
電柱が倒れ､道路がひび割れ､家が壊れ､山が崩れ､大切な人
をなくし､そこに呆然と立ちつくす人の姿がテレビに映りまし

みに､｢何かをしなくてはいけない｣と生徒会では話し合いを

｢細かくてごめんね｡｣そ

熊基への思い
4日､熊本で起こった大地震はとても大きな被害をも
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たらしました｡そして今もなお多くの方々が避難生活を送っ

2日に市川三郷町役場で募金

ていますoそんな熊本の方々のために何かしたいと思い､音楽
部では生徒会と協力して5月1

さんが集まるかとても不安でしたが､当日はとても多くの

活動とチャリティーコンサートを行いましたo本番までお客

方々がコンサートを聞きにきてくださり､募金に協力してく

今回のチャリティーコンサートでは∃曲披露させていただ

ださいました｡

いました｡まず､‑曲目は｢36Ln日の紙飛行機｣｡この曲は
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きましたoそして､この3曲には私たちなりに思いを込めて歌

編

今回]初めて披露した曲でしたが､紙飛行機が飛ぶように､私
で歌いました｡2曲目は｢ひまわりの約束｣｡この曲には｢そ
平成28年6月27日

たちの思いも熊本の方々に飛んでいってほしいという気持ち

｢熊本の方々は一人ではありません｡私たちがいつまでも応

ばにいる｣という歌詞が多く出てきます｡この歌詞のように

援しています｡｣という気持ちを込めました｡そして､最後の

曲は｢花は咲く｣O東日本大震災の復興支援ソングとして歌
われているこの曲は､能/ll､本の方々のことを思って歌わせてい

私たちができることは本当に少ししかありませんが､これ

ただきました｡

組んでいきたいと思います｡

からも熊本の方々のためにできることがあれば積極的に取り
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た｡遠く離れた場所での出来事でしたが､テレビに映るその痛
重ねました｡物醤Tを集めるか､募金をするか､どういう方法で行

いたのは､直積届かない｢頑張れ｣の声をなんとか届けたいと

動に移すのか､多くの意見が出ましたoそんな意見に共通して

物資を届けるには時間がかかり､必要とされるであろう物を

いう気持ちでした｡

になりうるお金を集めようという結論に至り､音楽部､吹奏楽

｢百円でごめんね｡｣

きました｡

想像するには限界があるということで､現地で必要最大限の物

ができましたo

部､全校生徒の協力のもと､計3回の募金活動を実施すること

んな一言と一緒にやさしく響くお金の昌に､人のあたたかさを

遠く離れたある場所と私たちは､気づかない形で結ばれてい

ご協力ありがとうございました｡

と､生徒会を中心としてさまざまな活動を行い

感じましたo謙虚な心遣いと大きな優しさを感じました｡

本地震募金に届けていただ

ました｡

ます｡どんなに遠く離れた場所であっても､関心を持ち､そこで

とおして山梨県市町村会熊

に､少しでも力になりたいという思いを届けよう

りながら､とても大切なことでした｡

23日に市川三郷町役場を

の被災者が出ました｡家族や仲間を失い､今な
お不自由な生活を強いられている被災者のため

気づいた気持ちを誰かと共有すること｡それは簡単なことであ

義援金141′851円は､ 5月
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どうか声の代わりに届けたいと願った｢頑張れ｣の形が届い
ていますようにo

皆様からお寄せいただいた

4月､熊本県を中心に発生した大地震では多く ≒

3年3組依田胡桃(市川中出身)
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渡遠

男子バスケットボール部

3年2組

3年3組

望月

涼(中富中出身)

8年度がスタートして早3ケ月が過ぎま

充実した高校生活を
平成2

した｡校長室の清掃に訪れる1年生の顔も高校

生らしくなりました｡生徒たちはそれぞれに学
生徒との会話の中で一番多く話題に上るのは

校生活を楽しんでいる様子が見受けられます｡

｢市川高校の弓道部ってどんな部活っ｣と聞かれたら､

んが部活動を続けられるのは､保護者の方々や

部を様々な面で応援してくださる地域の方々の

協力があったればこそ､部活動をスムーズに行
うことができるのです｡感謝の気持ちを忘れず'

る人間性の育成に大きくエ貝献できる部活動を目

人間関係の構築や礼節の習得など社会に通ず
指してほしいと思います｡

吹奏楽部

小洋

穂香(R喜軍出身)

定期演奏会を&Iえて
3年3組

吹奏楽部

最後の曲の演奏を終えたとき'会場内が拍手でいっ
ぱいになった｡演奏会当日までの過程､仲間の存在を
今年の定期演奏会を迎えるまでの日々は､苦難の連

感じ､言いようのない感動に包まれた｡

続だった｡昨年9月に西関東大会を終えると同時に私
で思わぬすれ違いが生じ､新たな本番を迎えようとす

たちの代になり､指導者も代わった｡生徒と顧問の間

みるみるうちに集塵が崩れていった.それでもなんと

る度に衝突を繰り返した｡部内の雰囲気も悪くなり､

か体勢を立て直し､気づけばもう3月末｡ぎりぎり
4月になると1 9人の1年生を迎え､総勢39人の大所

だった｡

し'気持ちを新たにしたものの､現実は甘くなかっ

帯になった.県大会三連覇という実績の重みを実感

のかわからず諦めようとした時､2年生が助けてくれ

た｡多くの1年生をどのように引っ張り上げれば良い

た｡3年生が頓んだ仕事を進んでやってくれたり､指
示を出せる人が増えたりして､いつの問にか大きく成
そして迎えた本番当日｡集団としての力を出し切

長していた｡
り､本番は瞬く間に終わったo沸き上がる拍手に包ま

れた時､今までの苦労が全て報われたと感じた｡私は
今年の演奏会が一番好きだo特に3年生と様々なこと

最後に､演奏会を通じて熊本地震に対する募金活動

を共有し助け合った時間は宝物である｡
を行った｡少しでもお役に立てれば幸いだ｡
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努力することの大切さ
バドミントン部

私はバドミントン部での活動を通じて､努力することの
私たちの最大のqZ]標は男女での関東大会出場であった｡

大切さを学んだ｡

この大会は県内でベスト4のチームのみが参加できるもの

だoあのときの感動は今でも忘れられない｡

るため､上下関係を学ぶことができるようにな

部活動です｡高校の部活動は一種の成長の場で
あるといえます｡先輩後輩の関わりができてく
ります｡集団行動の意識が必要になったり､様々

素人だった私たちがここまでの舞台に立てたのは努力と
て努力することの大切さを知り､人としても成長できたo部

とで､今後の人生におけるかけがえのない友人

えるでしょう｡仲間と様々な経験をしていくこ

えていったり'高校生活はより色濃くなるとい

な問題を自分一人ではなく仲間と一緒に乗り越

らの自信にしていきたい｡

｢指導｣の大切さ
り組んだ経験は､今後自分が生きていく上で成

関係へと発展していくこともあるでしょうC楽
しいことも辛いこともある部活動に一生懸命取

私は｢切り替えがしっかりできる部活｣と害えるだろう.

いうことです｡朝早くから土日や休日も朝会を

地域の方々の支えがあってこそのものであると

弓道部

い合い､改善し､ときには反発し合うことで､規律を持った

ぶ場でもある｡仲間がいるからこそお互いの悪いところを言
私たちは総勢4 8名で活動している｡明るく､個性的な人ばか

しかし､忘れてはならないことは､生徒の皆さ

長の糧となるはずです｡

本当の信頼関係が築けると思う｡それは将来､多くの人と接
りだが､練習中は皆一様に集中するo互いの射型について助

望月

点を持ち働くことを考えれば､仲間がいるからこそ､人とし
言し合い､正しく美しい先輩の射型を見習おうとする｡時に

3年3組

て成長できたと思うoそして何よりも､感謝しなければなら
は思い通りにならないもどかしさについて熱く語り合うこ

部活動において以前から､弘は｢部員への指導｣に力を入

r

作り､お弁当を持たせてくれる保護者の方々､各

ないのが､吉川先生をはじめ､矢崎先生や私たちに関わって
楽しそうに話をしている｡メリハリのある雰囲気が私は好

れている｡部員の射型を見て直すべきことを伝える｡一見簡

きだ｡

6月'最後の大会となるインターハイ予選で､私は今まで

る機会をいただいているのだと思う｡

携わってくれたすべての方々､仲間に対して､｢感謝｣の気
指導する側もされる側も共に勉強になり､お互いの技術が

熱心に練習する部員､一生懸命応援する部昌､試合で全力

校総体で男子が関棄大会への出場を決めることができた｡

るかに上達するのだ｡その積み重ねを行った結果､先日の高

教え教えられるoそうすることで自分で練習するよりもは

が指導し合っているのをよく見かけるようになった｡誰かに

向上する｡一石二鳥だ｡そんな指導だが､最近では他の部昌

単そうだがこれがなかなか難しい｡だが､それをすることで

哲平(久那土中出身)

で戦ってきたいo

とびっきりステ手な時間､ "

持ちをこめて優勝という恩返しができるよう､死に物狂い

岩松

日々の積み重ね
3年3組

男子ソフトテニス部

私たちは毎日部活動に取り組んできた｡主力メンバーは

を尽くす部員､そして指導する部員｡私はそんなみんなを部

だったが､この2年間､特に最後の1年は中身が漬かったな

きるのも､あと数回だ｡そう考えると今まであっという間

最後の総体が終わった｡毎日毎日練習してきた空手がで

空手道部

空手と私

高校から始めた書が2人､中学から始めた者が7名の計9

男子ソフトテ二二方葡

桃(増穂中出身)

の代表として誇りを持って堂々と戦おうじゃないか｡

男子バスケットボール部

黒田

長として誇りに思う｡今までの練習は絶対に裏切らない｡県

山梨県高等学校総合体育大会

3年4組

大会への出場権を手にしたのは'他の高校にない大きな要

たくさんあります｡

名だoそんな貧弱な私たちが今回､団体戦で準優勝して関東
因があるからだ｡

それは気持ちだ｡他の高校でも気持ちを大切にしている
所はもちろんあるだろう｡しかし､市川高校の気持ちはそん

寝起きを共

な他の高校より強いものがあるのだ｡日々わ練習の際には､
より現実的なメニューを皆で考えたり､

.
i
.

にしてどうしたら勝てるかを限界まで突1ヨ詰めていったり
した｡あいさつなどの礼儀にも心を配り､生活態度からも気
持ちを強くしてきた｡｢人事を尽く̲Dて天命を待つ｣という
会への出場権を手にできたのだと実感し

何の経験もなく空手道部に入った1年生の頃は､毎日が

と感じるo

箭肉痛との戦いだったoそんな何もわからない私たちに先
輩たちは優しく､時に厳しく武運の基本を教えてくれた｡そ

たちらしく一生懸命頑張っていこうと思う｡

されていた自分もいたなと思った｡残り少ない部活だが'私

では全然勝てないこともあった｡でもみんなの頑張りに励ま

間の存在は本当に大きいなと感じる｡初心者から始め､試合

いっぱいだった｡しかしどんな時でも‑緒に頑張ってきた仲

行かなければというプレッシャー｡いつも頭は空手のことで

の大変さ､さらに技術を磨かなければという必死さ､関東に

しかったがつらいつ)ともたくさんあったo部をまとめること

ても楽しかった｡そして今年o部長としてのこの1年間は楽

と思ったし､少しずつだったが上達していくのがわかり､と

さを改めて感じた｡そしてへそんな先輩たちに追いつきたい

もしれないが､人としてしっかり礼儀を重んじることの大切

ても礼をする､挨拶をする｡これは空手をやる以前のことか

二で教わったのが､｢礼儀｣の大切さだoとんな相手に対し

団体組手話去堕
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ともあるoいったん練習が終われば､先輩､後輩の関係なく

大輝(増穂中出身)

ださった周囲の人々への感謝を忘れず'この結果をこれか

活動を今まで続けてきて本当に良かったと思う｡支えてく

周囲の人々のおかげだと考える｡私はバドミントンを通じ

ができた｡ついにへ市川高校初の関東大会出場を決めたの

たちはこれまでの練習の成果を出し切り､試合に勝つこと

果で関東大会出場が決まるo強豪校と次々にあたったが､私

そして4月1 6日の県予選の日を迎えたorJの大会での結

様々なことを教えていただいた｡

くの経験を積んだ｡時には社会人の方々に来ていただき'

にトレーニングに励んだ｡夏には他校と合同合宿をして多

活動はスタートした｡基礎体力や技術の向上のために必死

このような状況の中､関東大会出場に向けて新チームの

ることさえも最初は難しかった｡

らバドミントンを始めた素人で､ラケットにシャトルを当て

毎年白標にしてきたのだoしかし､今の3年生7人は高校か

で､男子は今まで一度も出場したことがなかった｡初出場を

耕大(河口湖南中出身)

早いもので市川高校男子バスケットボール部に入部して
た｡そんな中､私が是非伝えたいこと､それは｢感謝｣という

2年が経った｡この2年間でたくさんの喜怒哀楽を経験し

入部したての頃､先輩方からプレーのことはもちろん､何

ことだ｡

バスケットボールをする以前に､日頃の生活からつながって

事も諦めないこと､人としての礼儀や一重冥遣い､態度など､
いるということを学んだ｡そして部活動は､集EEjでの行動､

丹沢公彦

援してくださる人がいるからこそ､プレ1できるし､成長す

仲間との協力など､組織内で自分がどのように動くかを学

1

長
校

くださるすべての方々に対してだo指導してくださる人'応

熱くて､温かい､おまけにカッコいい‑･

