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本校は校訓「百折不撓」、教育方針「人間を育てる」を掲げ、多くの先輩
が文武両道に励んできました。
「文」と「武」はバラバラのものではなく、「武」により「文」は支えられ、「文」により「武」は高
められるのであり、「文」と「武」を切り離すことができない表裏一体のものです。
また、文武両道を実現しようと、様々なことに挫けず努力し、多くの経験を積み、様々な価値観と

出会うことで、予測することが難しいこれからの時代を力強く生き抜くための資質能力が育成されると考えます。
簡単に「文武両道」と言いますが、そう容易いことではありません。しかし、本校では、文武の両立を目指し、日々の絶え
間ない努力を惜しまない、そんな生徒達を全力で応援します。
韮高で展開される、わくわくするようなハイレベルな学習、活発な部活動、学校行事などを通して、人間を育てる「文武両
道」を体現してくれると確信しています。

『新年度のスタート』
4月8日に、令和3年度の入学式が行われました。高校生活へ期待に胸を膨らませる新
入生に、今村勇二校長先生から「ピンチをチャンスに変えられるよう、想像し創造して仲
間とともに行動して欲しい」と激励の言葉が贈られました。進路目標に向けて顔つきの引
き締まった3年生、上級生として行動に責任を感じ始めた2年生、韮高生としてのあり方
を日々学び続ける1年生、新しいメンバーを迎え、それぞれのさらなる高みに向けて、打
倒コロナに向け韮崎高校の1年がスタートしました。

人間を育てる「文武両道」�校長　今村　勇二

私は文武両道を目
標に韮崎高校に入学
しました。私は陸上
部の長距離に所属し
ています。良い先輩
や同学年の仲間に恵

まれ、辛い練習メニューでも励まし合
いながらこなしています。
毎日の練習に加え、学習にも力を入
れなければならい日常は、正直とても
大変です。しかし、スキマ時間を有効

活用することによって効率の良い学習
ができると考え、私は実践しています。
例えば、授業間の休み時間に少しずつ
課題を進めたり、重要ポイントの復習
をしたりしています。このように、何
気なく過ごしてしまいがちな時間を意
識的に学習に充てることによって、部
活動で帰宅が遅くなってしまった時で
も、家ですべき学習を最低限の内容に
絞り込むことができます。また、入学
後に行われた文理科合同 LHRでの先輩

方の話から、明確な意思を持って過ご
すことや、探究心を持って課題などに
取り組むことの重要性などを学びまし
た。私もこれからの学校生活において、
何事に対しても深く追究する心を持っ
て臨みたいと刺激を受けました。
今はまだ文武両道がしっかりできて
いる状態とはいえませんが、少しずつ
自分のレベルを上げていき、充実した
3年間を韮崎高校で送りたいです。

私が韮崎高校に進
学したいと思ったき
っかけは、小さい頃
から続けてきたサッ
カーを伝統のあるこ
こ韮崎高校で磨き、

全国大会に出場を果たしたいと思った
からです。毎日の練習はとてもハード
ですが、質の高い環境の中で思い切り
仲間とプレーができ、とても充実して
います。技術面だけでなく、それ以前
に大切な整理整頓や挨拶などについて

も先輩方から多く学んでいます。私た
ち一年生も、先輩方を見習い、誰から
も愛されるチーム作りに貢献したいと
思います。
私は中学時代から常に文武両道を目
指してきました。韮崎高校では質の高
い授業を受けることができます。最初
は授業の進度の速さに驚きましたが、
周りの仲間と協力しながら、授業にも
徐々に慣れることができました。これ
から内容はさらに難しくなるとも思い
ますが、課題や復習に加え、予習にも

力を入れていきたいと思います。韮崎
高校での文武両道は大変なことですが、
仲間の存在によって乗り越えることが
できます。仲間の支えが私の原動力と
なり、毎日充実した日々を過ごしてい
ます。これから辛いことや苦しいこと
もあると思いますが、仲間とともにそ
れを乗り越え、その先にある喜びを仲
間とともに味わえる、そのような3年
間になるようこれからも頑張ります。

豊かな毎日を目指して� 1年6組　中込　百音（双葉中・陸上部）

文武両道を目指して� 1年5組　有野　脩斗（白根御勅使中・サッカー部）
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佐藤�寧峰（韮崎東中）
� サッカー部
今年の総体は、去年総体を戦うこ
とができなかった先輩たちの想いを
背負って、優勝することを目標にチ
ーム一丸となって戦った大会でした。
チームは総体優勝という目標向かっ
て一つになっていました。総体で優
勝するためには、私立の強豪校との
対戦を勝ち進まねばならず、決して
楽な組み合わせではありませんでし
た。しかし、決勝戦で敗れはしまし
たが並みいる強豪校に勝利すること
ができ、準優勝という結果を得るこ
とができました。試合ごとにチーム
は成長し、確実に強くなっていると
いう実感がありました。
関東大会では、県総体の時よりも
力強い一体感を持って、応援に来て
くれる方々、支えてくれる先生方、
保護者の想いを背負って、他県の強
豪校から一つでも多く勝利を掴み取
れるように戦いたいと思います。

大八木　達（玉穂中）
� 陸上部
昨年度は新型コロナウイルスの影
響もあり、高校総体を実施すること
ができず、悔しい思いをした先輩方
が多くいました。今年度はその思い
を胸に出場する選手は戦い、多くの
選手が入賞し、関東大会への出場権
を獲得することができました。
陸上競技は個人競技でもあるので、
高校総体を通して、出場した選手そ
れぞれに喜びや悔しさなどあり、個々
の結果の中にも課題を見つけること
ができました。その課題に一人一人
が真剣に向き合い、切磋琢磨しなが
ら、自己ベストが更新できるように
日々の練習に取り組んでいきたいと
思います。
そして、関東大会では、各種目の
上位6名にインターハイへの出場権
が与えられます。私たちが所属する
南関東ブロックは全国レベルの選手
が集う激戦区ではありますが、その
中で、最高のパフォーマンスを発揮
し、韮崎高校、山梨県の代表として
全力を尽くし、1人でも多くインタ
ーハイに行けるよう頑張ります。

5月12～14日にかけて行われた第73回
県高校総合体育大会で、男子は総合得点16
点で第8位、女子は総合得点10点で第10
位となりました。
陸上部、サッカー部、バスケットボール
部、バレーボール部、ソフトテニス部、山
岳部は関東大会出場が決まりました。

●男子成績
部名� 成績� 得点
サッカー� 準優勝� 7
陸上� 6位� 2
バスケットボール� 2回戦敗退� 1
ソフトテニス� 1回戦敗退�
卓球� 7位� 1
山岳� 準優勝� 3
ハンドボール� 1回戦敗退�
バドミントン� ベスト8� 1
弓道� ベスト8� 1
剣道� 1回戦敗退�
硬式野球� 2回戦敗退

●女子成績
部名� 成績� 得点
陸上� 5位� 1
バスケットボール� 準優勝� 5
バレーボール� 3位� 3
ソフトテニス� 2回戦敗退�
ハンドボール� 1回戦敗退�
ソフトボール� 1回戦敗退�
弓道� 予選敗退�
バドミントン� ベスト8� 1
水泳� �

関東大会出場‼
陸上男子	 100m、200m、400m、4×100mR、
	 1500m（2人）、5000m（2人）、三段跳び
陸上女子	 100m、200m、400m、800m、100mＨ、
	 4×100mR、4×400mR、1500m（2人）、
	 3000m

サッカー
バスケットボール女子
バレーボール
ソフトテニス男子
山岳

第73回
県高校総合体育大会結	果

第73回県総体

関東大会・
インターハイに向けて
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韮崎高校は平成29年度～令和3年度までスーパーサイエンスハイスクール（SSH）の指定を受け，理数教育の研究開発・深化を引き続き継続し
ます。韮高SSHは「Super Science HUB School」を掲げ，これまでの地域連携を一層充実させるとともに，地域のサイエンス振興の
HUB（車軸）となることを目指します。

～ハテナ?とナルホド?を探しに行こう～
◎文理科1年生は全員「鹿児島科学研修　3泊4日」へ行きます。
　　研修テーマは「宇宙」「生命」「地球」
◎2年次SSH選択者の希望者は「関西科学研修　2泊3日」へ行きます。
　研修テーマは「最先端科学技術」
◎3年次理系選択者の希望者は
　「スーパーカミオカンデ/KAGRA科学研修　1日」へ行きます。
　研修テーマは「最先端科学とNirasaki」

2020年度はすべての研修がオンラインになってしまいました。
しかし、オンラインにはオンライン良さがあります。
そこを見つけるのもまた探究。
2020年度はオンライン講演会に加え、拡大しなの科学研修と
富士山科学研修を行いました。

成果につながる“探究力”　～結果が自慢です～
◎全国高等学校総合文化祭　第1回（平成23年）～第10回（令和2年）
　10回連続山梨県代表
　文部科学大臣賞・最優秀賞（全国1位）3回　奨励賞（6位相当）2回
◎SSH生徒研究発表会　審査委員長賞（全国3位）
◎日本学生科学賞　全国審査　全国　入選一等　2回
◎高校生バイオサミットin鶴岡　9回連続出場（事前論文審査あり）
　日本科学技術振興機構長官賞1回
　優秀賞1回　審査員特別賞4回

地域連携・国際化
＊科学きらきら祭り
＊甘利山生態調査
＊サイエンスレクチャー

＊豪州姉妹校クロナラ高校と交流
＊フェアフィールド市交換留学生受け入れ

国公立大学	56名 合格！進
状
路
況

国公立大学／56
筑波大／2
宇都宮大／1
横浜国立大／2
新潟大／2
富山大／2
山梨大／15
信州大／5
名古屋大／3

島根大／1
高崎経大／2
東京都立大／2
山梨県立大／7
都留文科大／6
長野大／2
諏訪東京理大／3
大阪府立大／1

私立大学／201
埼玉医大／1
城西大／1
獨協大／3
文教大／2
千葉工大／2
桜美林大／1
学習院大／1
北里大／1

杏林大／2
工学院大／1
国学院大／1
駒澤大／4
実践女子大／1
芝浦工大／6
順天堂大／1
成蹊大／1
専修大／7

創価大／5
大東文化大／8
拓殖大／3
玉川大／2
中央大／2
帝京大／1
東京経大／3
東京工科大／1
東京女子大／3

東京電機大／1
東京農大／2
東京薬大／2
東京理大／2
東洋大／6
日本大／5
日本女子大／3
日本体育大／1
法政大／6

武蔵大／1
東京都市大／1
武蔵野大／7
明治大／4
明治学院大／4
明星大／3
立教大／1
早稲田大／1
麻布大／1

神奈川大／10
鎌倉女子大／2
帝京科学大／3
山梨学院大／18
山梨英和大／8
健康科学大／3
松本看護大／1
愛知大／1
愛知工業大／1

京都産業大／3
立命館大／1
近畿大／2

他

●合格状況（単位：人）

韮崎高校のこと、もっと知りたくなったら、
ホームページをぜひ、ご覧ください。

パソコンから　http://www.niratakah.kai.ed.jp/
携帯電話からは、右のQRコードよりアクセス！
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私は高校生活の中で、部活動の存在が大きか
ったように思います。高校から新たなことを始
めようとハンドボールを選び、活動しました。
困難ばかりの日々でしたが、多くの人にアドバ
イスをもらったり、人より練習を重ねようと励
んだりしたことで、自信をつけることができま
した。受験においても、部活動で学んだことが
役に立ったと感じています。学校推薦型選抜で

受験する際は大きな不安がありましたが、先生
方から背中を押していただき挑戦することを決
意しました。面接練習や小論文添削では先生方
が丁寧に指導してくださったり、うまくいかず
に心が折れそうなときは温かい励ましの言葉を
かけてくださったりしました。また、高い目標
に向かって切磋琢磨し合える仲間にも恵まれ、
夢に向かって何事にも挑戦し努力する日々を送

ることができました。
「百折不撓」の精神で過ごした3年間は、新型
コロナウィルスにも負けず、自分を大きく成長
させてくれるものとなりました。韮崎高校で学
んだことを忘れず、社会で貢献できるようにこ
れからも頑張っていきたいと思います。

私は、韮崎高校でとても充実した3年間を過
ごしました。入学当初は、韮崎高校の掲げる
「質の高い文武両道」を実践するのにとても苦労
しました。しかし、学年が上がりバスケットボ
ール部の部長を務めるようになってからは、限
られた時間の中でも優先順位をつけながら学習
時間を確保し、自然と学習と部活動を両立する
力が身につきました。今でも、韮崎高校で身に

つけた自己管理能力は、大学生活の中で大いに
役立っています。
私は文理科に在籍していました。文理科の一

番の魅力は、SSHを通じて学びを深め、貴重な
体験ができることです。私の代は科学研修で鹿
児島と関西に行きました。種子島宇宙センター
や屋久島、理化学研究所を訪れたり、京都大学
や名古屋大学で講義を受けたりと、SSHだから

こそ経験できることがたくさんありました。経
験が豊富にあることは進路を決める上でも大変
役に立ちます。「なんとなく興味あるかも」と気
づかせてくれるのがこの文理科です。皆さんも
この文理科でしかできないことをたくさん経験
してください。

ここでしか得られないもの� 新海　拓夢　名古屋大学工学部物理工学科［双葉中学校出身］

恵まれた環境で学べる喜び� 清水　里真　山梨県立大学看護学部［明野中学校出身］

国立大学33名 公立大学23名 私立大学201名 専門学校34名 就職6名大学校2名 短期大学5名
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