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仲間との4日間� 2年　北野　日陽
私達は予定地の沖縄県ではなく、中国・四国地方へ修学旅行に行

ってきました。原爆ドームや宮島、コース別散策など4日間は本当にあ
っという間で有意義な時間でした。友人が、「修学旅行はどこへ行くかで
はなく誰と行くかが大切だ」と言っていましたが、全くその通りだったと
思いました。沖縄には行けませんでしたが、今回の旅行はとても有意義
なものとなりました。また、仲間と一緒にたくさんのことを学び、経験
することができ、クラスや友達との絆をより深められました。原爆ドー
ムも初めて見ることができました。写真や映像で見るよりも生々しく、
戦争をしてはいけないという訴えがひしひしと伝わってきました。平和
記念資料館では、さらに戦争の実態を深く学びました。展示されていた
「歪んだ三輪車」や「焼き焦げたお弁当箱」などを見ることで原爆の悲惨さ
を再認識しました。教科書では絶対に学べないことを学ぶことができま
した。また、手記などを通じて亡くなった方々の思いを読み、私はそれ
を心に刻んで帰ってきました。広島は原爆が落ちたと思えないほど近代
的で美しい町並みだったのを覚えています。宮島の美しい自然、見慣れ
ない海、高い建物、どれもが大切な思い出となりました。そして「仲間と
見るからこその修学旅行だ」と改めて実感しました。

12 月5日から8日までの四日間の日程で、2年
生が中国・四国地方に修学旅行に行ってきました。
広島では、ここだけ時が止まっているような原爆ド
ームを訪れ、戦争の悲惨さや平和の尊さを再認識し
ました。また、豊かな自然環境の中でのマリン体験
や日常とは異なる集団生活の中で、己の見聞を広め
てきました。とても思い出深い四日間となりました。

特 集 修学旅行
中国・四国in

 東京都立大学合格
� 3 年　大野　萌夏（韮崎東中学校出身）
私は高校生活で特にSSHの活動に力を入れて取り組みまし

た。グループ課題研究では実験と失敗の繰り返しでしたが、
この活動を通して失敗を恐れなくなるなど、多くのことを学
びました。また、研修旅行や日本で活躍する研究者の講義な
ど魅力的な活動が多く、貴重な経験を積むことができました。
学校行事やSSHの活動など、私は3年間を通して思考力や

表現力、探究力などの力が自然と身につき、大きく成長でき
たと感じます。そして、これらの力が自信となり、入試の小
論文や面接に生かすことができたと思います。また、先生方
が新型コロナウイルスの影響で中止になった修学旅行やSSH
科学研修の代替案を考えて下さったり、多くの場面で生徒一
人ひとりに寄り添ったサポートをして下さったりしたことで、
とても充実した高校生活を送ることができ、第一志望への合
格にもつながりました。これからも韮崎高校で学んだことや
多くの思い出を糧に、社会で貢献できるように頑張っていき
たいと思います。

国公立大学の学校推薦型・総合型選抜 30名 が合格
今年も続々と喜びの声 （12月21日現在）

進 状合路 況格別

国公立大学 30名

筑波大� 1名
山梨大� 6名
東京都立大� 3名
山梨県立大� 6名
都留文科大� 11名
長野大� 1名
諏訪東京理科大� 2名

専門学校 21名

大原スポーツ公務員専門甲府校�
� 4名
山梨県歯科衛生専門� 2名
帝京山梨看護専門� 2名
� 他

就職 2名

山梨県警察行政� 1名
山梨県警察官� 1名

短期大学 9名

大月短期大� 1名
帝京学園短期大� 1名
山梨学院短期大� 6名
� 他

私立大学 70名

中央大� 1名
東京薬科大� 2名
法政大� 2名
明治学院大� 1名
立命館大� 1名
� 他

（学校推薦型総合型選抜等結果）

学び、考え、楽しんだ学び、考え、楽しんだ
思い出の４日間思い出の４日間
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韮高文理科を
「ひとこと」で言うと？Q1 韮高文理科に入学して

「大変だ」と思うことは？Q3 未来の文理科生（現中学 1・
2 年生）に伝えたいことは？Q5

自分を磨く最高の環境。
様々な貴重な体験と、仲間との絆を
深め合うことができる学科。
一人一人に好きなことや得意なこと
がある、個性の集い。
少人数教育で充実した学校生活を過
ごすことができます。

韮高文理科に入学して
「良かった」と思うことは？Q2

SSHの校外研修や課題研究など他の
科ではできない経験を積むことがで
きることはもちろん、SSH以外にも
質の高い学習ができるようにプログ
ラムされています。
SSHの活動を通して、発想力・探究
力などの学習する上で欠かせない能
力を身につけることができます。
クラス内の親睦を深めることができる
と同時に、縦の繋がりも強く、2.3年
生から学習のアドバイスを貰えたり、
経験談を聞くことができます。
趣向の合う友達と出会えたことです。

SSHなどの特徴的な活動に加え、部活動や学習時間に
も多くの時間を割く必要があり、時間の確保や配分が
難しいところです。
勉強と部活動の両立です。韮高は部活動が盛んなため、
文理科の勉強との兼ね合いがとても大変です。でも、
覚悟はできていました。
授業の進度が速くて、ついていくのが大変です。SSH
の課題研究はとても時間がかかり、時間のやり繰りが
大変です。

中学で勉強したことは高校に入って大い
に役に立ちます。勉強がんばろう！
3年間一緒のクラスメイト達と絆を深め
たり、鹿児島研修などのSSHでしか体験
できない経験をしたり…文理科には、入
ってよかったと思えるところがたくさん
あります。一緒にこの韮崎高校で、切磋
琢磨しましょう！
大変なことも多いけど、とても楽しいク
ラスです。たくさんの経験を通して大き
く成長することができます。私たちと一
緒に楽しく、充実した学校生活を送りま
しょう！
勉強やSSHなど心配なことがあるかもし
れませんが大丈夫です。とても楽しいで
すよ。入学して1ヶ月足らずでSSHの楽
しさに気づき、ものの捉え方が変わりま
す。ぜひ、韮高文理科に来てください。
文理科は他学年の文理科とも繋がりが深
いです。素晴らしい仲間たちと出会い、
文理科でしかできない貴重な体験を沢山
することができます！ぜひ文理科に入っ
て高校生活を楽しみましょう！

文理科だから経験できたことは？Q4
SSHに関係するたくさんの行事に参加できることと、高い
目標を持った仲間との関わりです。
科学研修やアドバンス講座を通して、授業で習った事を生
かしながらより深い内容を理解できます。講座の後の話し
合いで、内容の濃い議論を経験することができます。
やはりSSHの活動です。アドバンス講座やグループで取り
組む課題研究、研修旅行はものの見方の視野が広がるだけ
でなく、仲間との友情も深められ、将来へ役立つひとつの
ステップだと思っています。
鹿児島研修などのSSHの活動は文理科ならではの経験です。
また3年間クラス替えがなく、時間をかけてクラスの絆を
深めていくことも良い経験になると感じています。

ってこんなところ！もっと知ろう！韮高文理科
文理科の生徒に訊きました

SSH
Super Science Highschool

探究力が育つ韮高SSH
これからの社会で生きていくために必要な3要素
知識•技能 思考力•判断力•表現力 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度（主体性•多様性•協働性）
大学入試ではこのような力が試されます。
韮崎高校では課題研究を軸としたSSHの活動を通してこれらの力を伸ばします。

科
学
研
修

• �鹿児島研修（1年）
• 山梨大学実験研修（1・2年）
• 峡北地域科学研修（3年）
• 関西科学研修（2年）

地
域
連
携

• きらきら祭り
• 甘利山生態調査
• 甘利小出前講座
• サイエンスレクチャー

課
題
研
究

• 水中シャボン玉の研究Ⅳ
• 二足歩行ロボット
• カエデの種子の回転について
• 甘利山土壌環境調査　他

その他のSSH行事
アドバンス講座 研究者による実験講義の授業

スポーツの科学
栄養学・トレーニング方法・戦略
などスポーツを科学の切り口で捉
える講義

Science�Dialogue
Program 外国人研究者との英語による交流

韮高の課題研究は全国でもトップレベル
主な全国大会受賞歴
H23～R3　全国高等学校総合文化祭11回連続17研究山梨県代表
文部科学大臣賞・最優秀賞（全国1位）3回
奨励賞（6位）2回
•�H23「キイロショウジョウバエの羽化個体
数を決める要因」

•�H28「青色光にハエに対する殺虫効果があ
るのは本当なのか」

•�R1「水中シャボン玉の研究Ⅱ」
H28　SSH生徒研究発表会
「濃硫酸と希硫酸の境目はどこにあるのか」審査委員長賞（全国3位）
H25•H26•H28　日本学生科学賞　全国審査　全国入選一等　3回
H23～R3　高校生バイオサミットin鶴岡　11回連続本大会出場
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
R3　Jesc　ファイナリスト　全国32研究選出　優秀賞
R3　日本学生科学賞　全日本科学教育振興委員会賞（全国6位相当）

主な県内大会受賞歴
H25～R3　山梨県芸術文化祭
芸術文化祭賞（部門1位）
14研究（全国総文祭出場権獲得）
うち山梨科学アカデミー賞（最優秀賞）5研究
日本学生科学賞　山梨県知事賞
（H25・H26・H28・R3）
大村智自然科学賞（H28・H29・R1）3回受賞
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〇サッカー部
《山梨県高校総体》準優勝　【関東大会出場】
《全国高校総体県予選》準優勝
《全国高等学校サッカー選手権大会山梨県大会》準優勝
〇男子ソフトテニス部
《関東高校県予選》個人　関東大会出場
〇女子バスケットボール部
《山梨県高校総体》準優勝　【関東大会出場】
《全国高校総体山梨県大会》優勝　【全国大会出場】
《全国高等学校バスケットボール選手権大会山梨県大会》準優勝
〇男子バドミントン部・女子バドミントン部
《山梨県高校生研修大会》個人第3位
〇バレーボール部
《山梨県高校総体》第3位　【関東大会出場】
《全国高校総体県予選》第3位
《全日本バレーボール高等学校選手権大会山梨県予選》第4位
〇弓道部
《国体弓道関東ブロック予選個人男子》本国体出場権獲得
《関東高等学校弓道個人選手権選抜大会県予選・女子》
� 【関東大会出場】
《山梨県高等学校新人大会・女子》団体第3位、個人準優勝　
� 【全国大会出場】

〇山岳部
《山梨県高校総体》男子2位　【関東大会出場】
〇水泳部
《山梨県高校総体》女子200mバタフライ第3位
《関東高等学校選手権大会県予選会》
女子200mバタフライ　第2位
女子100mバタフライ　第3位　【関東大会出場】
《山梨県高等学校新人体育大会》
女子100mバタフライ第3位、女子200mバタフライ第2位
〇卓球部
《関東高等学校卓球大会山梨県大会》団体第7位
〇陸上部
《山梨県高等学校駅伝競走大会》男子第3位、女子第2位
〇野球部
《1年生大会》ベスト8
〇合唱部
《芸術文化祭合唱部門》優秀賞　【全国大会出場】
〇自然科学部
《芸術文化祭自然科学部門「生徒の自然科学研究発表大会」》
【物理部門】芸術文化祭賞【全国大会出場】�理科部会会長賞
【地学部門】　教育長奨励賞
【ポスター部門】　教育長奨励賞

《JSEC2021（第19回高校生・高専生科学技術チャレンジ）》
一次審査通過（入賞相当）、ファイナリスト（全国32研究）
〇写真部
《芸術文化祭に係る春季審査会》銀賞
〇書道部
《芸術文化祭書道部門》優秀賞
〇吹奏楽部
《山梨県吹奏楽コンクール》
高等学校Aの部　金賞　【全国高等学校総合文化祭出場】
《西関東吹奏楽コンクール》銀賞
《芸術文化祭吹奏楽専門部》優秀賞
《山梨県アンサンブルコンテスト》フルート四重奏　金賞　
【西関東アンサンブルコンテスト出場】、金管八重奏　金賞
〇放送部
《第68回NHK杯全国高校放送コンテスト山梨県大会》
アナウンス部門第6位、朗読部門第3位
� 【ともに全国大会出場】
《芸術文化祭放送部門》
朗読部門　優秀賞�【全国高等学校総合文化祭出場】
オーディオメッセージ部門　優秀賞
〇箏曲部
《全国高等学校総合文化祭》出場
《芸術文化祭日本音楽部門》芸術文化祭賞

スポーツも文化・学術も韮高生大活躍！スポーツも文化・学術も韮高生大活躍！部活動大会結果

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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本校の「スクール•ミッション」と「スクール•ポリシー」を紹介します。

スクール・ミッション
○��学校設置者である県が、本校の存在意義や期待されている社会
的役割、目指すべき学校像を「スクール・ミッション」として再
定義しました。
スーパー・サイエンス・ハイスクールの実績があり、普通科及び文
理科をもつ峡北地域の伝統校として、たくましく、しなやかな心を
育み、学習だけでなく部活動にも励む文武両道を貫き、地域や国内
外のリーダーとなる人材を育成する学校を目指します。

スクール・ポリシー
○��本校は、「スクール・ポリシー」（①育成を目指す資質・能力　
②教育課程の編成・実施　③入学者の受け入れ――に関する三
つの方針）を起点にとして組織的かつ計画的に学校教育活動の
改善につながられるよう策定しました。

①育成を目指す資質•能力に関する方針
人間性：�他者への思いやりの精神と、社会のために奉仕しようとす

る姿勢
主体性：�自ら課題を見つけ、考察したことを周囲と共有し、発展的

に考える姿勢
協働性：�様々な集団生活を通じて、多様な視点で協働的な活動に取

り組む姿勢
思考力：�知識・技能を駆使し、論理的・批判的に考え、判断する力
探究力：�複雑な課題や事象に関心を抱き、その解決方法や仕組みを、

粘り強く探究する力
創造力：�試行錯誤の過程で得られた経験や発見に基づき、新たな考

えやスキルの発見につなげる力
実行力：�社会を構成・運営する自立した一人の人間を目指し、自ら

考え、自ら行動する力

②教育課程の編成•実施に関する方針
○��少人数教育や習熟度別教育を最大限生かした学びを実践します。
○��グループによる教科横断的な課題研究を推進します。
○��ICT教育を充実させ、積極的に情報活用能力を運用する機会を提
供します。

○��多様な他者との関わりの中で人間性を磨く活動を多く取り入れます。
○��勉学・部活動・学校行事等全てを重視した教育活動を推進します。
○��地域や地元大学、海外姉妹校・姉妹都市等と連携し、グローカル
な視野を養います。

③入学者の受け入れに関する方針
＜普通科＞
○��本校で学びたいという強い希望があり、将来実現させたい夢や目
標をもつ生徒

○�基本的な学習習慣を身に付け、主体的に学習に取り組む生徒
○�本校をより活力のある学校にし、社会に貢献しようとする主体性
をもつ生徒

＜文理科＞
○�本校で学びたいという強い希望があり、将来実現させたい夢や目
標をもつ生徒

○�主体性と探究心をもち、状況に応じてリーダーシップをとりなが
ら、協働して学習や行動ができる生徒

○�国際的視野に立って、問題解決に取り組もうとする生徒

M E S S A G E 「スクール・ミッション」と「スクール・ポリシー」
校長　今村　勇二
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