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創立100周年を迎える本校は、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を
貫いてきました。また、平成24年に文部科学省より指定されたスーパーサイエンスハイスクール（SSH）は、今年
度、第3期に採択され、『「峡北地域生え抜き」の科学技術人材の育成～地域の「ハブ」としての役割を果たす中で
～』をテーマにスタートをきりました。
文武両道の「文」と「武」については、相反するものではなく、「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、互いに切り離すことができない表裏一体のものと考えます。
また、「SSH」については、第3期の研究開発の一つとして、「部活動におけるデータサイエンスの活用」を掲げ

「SSH」と部活動をデータサイエンスでつなぐことで、練習方法や戦術などのデータを収集・分析し、部活動に活かしていくことなどが
加わりました。
「文」や「武」および「SSH」のどれひとつとっても思うような成果を出すことは、そう容易いことではありません。しかし、本校で
は、これらを三位一体の目標ととらえ、日々の絶え間ない努力を惜しまず、研鑽を重ねる生徒達を全力で応援します。
韮高で展開される、ハイレベルな学習、活発な部活動と学校行事、SSHへの取り組みなどを通じて、本校が掲げるグラデュエーション

・ポリシーを育成して参ります。

『100周年の節目』
今年度は、韮崎高校創立100周年の記念の年となりました。これまで先輩方が築いてきた
伝統を力に変えて、より一層大きく成長するための1年になるように、全校生徒が夢と希望
に向かって歩み始めました。新型コロナウイルスの影響にも負けないように「百折不撓」の
精神で高みに向かってスタートしました。

「文武両道」と「SSH」の三位一体を目指して� 校長　今村　勇二

私が韮崎高校に進学
したいと思ったのは、
文武両道の実現が私の
目標の一つであったか
らです。
部活動は始まったば
かりですが、挨拶や返

事、準備や片付けはもちろん、自分の役
割を理解し、限られた部活動の時間を誰
一人として無駄にせず、手を抜くことの
ない先輩方から学ぶことはとても多いで
す。今、何が足りないのか、何をするの
か、どう動くのか、という判断をピッチ

内も、ピッチ外の学校生活などにおいて
も行動していきながら、選手として1人
の生徒として成長していきたいです。
学習においては、予習と復習の繰り返

しを意識しています。時間がないと言い
訳するのではなく逆算して勉強時間を捻
出し、隙間時間を見つけ、勉強をするよ
うになりました。これから、勉強の難易
度や部活動の忙しさは、増すと思います
が、引き続き真摯に取り組んでいきたい
です。また、今後は1人1台端末を使っ
た学習が取り入れられます。動画や画像
などを使うことにより、学習の理解が深

まることや情報共有がしやすくなること
に期待しています。受け身の授業ではな
く、主体的な授業にシフトチェンジして
いくことに期待し、私も積極的に取り組
んでいきたいです。
韮崎高校には、部活動、学習のどちら

においても、目標を持ち、その目標を叶
える事のできる環境があります。私自身
も、目標である全国大会出場を実現させ
るために、3年間という短い時間を大切
にしながら、仲間と共に頑張っていきた
いと思います。

韮崎高校での日々は、
吹奏楽部での活動や机
に向かう時間も今まで
にない充実したもので
す。
私が韮崎高校に進学
したいと思ったきっか

けは、2年前に見た吹奏楽部の定期演奏
会でした。私はその定期演奏会を見て、先
輩方の楽しそうに演奏する姿や、一生懸
命演奏する姿に心を打たれました。憧れ
続けた韮崎高校に入学することが出来て、
とても嬉しく思っています。吹奏楽部の
毎日の練習は私にとってはとてもハード

です。しかしいい音を奏でたい、大会で
好成績を残したいなど、同じ目標を持っ
た仲間と共に切磋琢磨しながら頑張れる
ことや、技術力の高い先輩方から刺激を
貰ったりすることで充実した学校生活を
送ることが出来ています。私の中学生活
は、部活で疲れて勉強が出来なかったり、
テスト前になると勉強だけで自主練が手
につかなかったりと、文武両道を心がけ
ていたものの、なかなか実現することが
出来ませんでした。高校入学後は文武両
道を実現させたいと考えていましたが、高
校は中学の時よりさらに課題が増えたり、
帰宅時間が遅くなったりするなど、自分

で勉強する時間を作り出さないと授業の
ペースに追いつけずに周りに置いてかれ
てしまいます。そこで、授業間の隙間時
間などを使って勉強するなど、時間を大
切に使い文武両道の実現に向けて取り組
んでいます。また高校では同じ目標の友
人だけでなく、いろいろな価値観を持っ
た仲間と触れ合っていきたいと思います。
高校3年間で大変な事も辛い事も、もち
ろん楽しい事も沢山あると思いますが、時
には仲間や先生に頼りながら、後悔のな
いよう高校生活を過ごせるようにこれか
らも頑張ります。

アクティブラーナーとして� 1年6組　岩田　直紀（甲府東中・サッカー部）

韮高で夢を奏でる� 1年5組　中島　凪咲（甲府西中・吹奏楽部）
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瀧澤　凜（長坂中）
� 弓道部
今年の県高校総体は、私たち3
年生にとって最後の総体というこ
ともあり、関東大会出場、優勝を
目標に、これまで以上に切磋琢磨
し、練習を積み重ねてきました。
新型コロナウイルスの影響で部活
動が思うように出来ず、上手くい
くのか分からない不安から、焦燥
感が募っていました。しかし、練
習が出来ない中でも、自分と向き
合い、目標を明確にしたことが、
チームの士気を高めることに繋が
ったのだと思います。試合では、
苦しい場面もたくさんありました
が、自分自身や仲間を最後まで信
じて戦い続け、団体準優勝、個人
優勝という結果を残すことができ
ました。
弓道は、自分に偽りのない真っ
直ぐな真の姿勢、礼節を大切にし
相手を慈しむ善の心、これらを自
分に求めて修練する、求道ともよ
ばれます。関東大会は数々の強豪
校と対戦することになるので、不
動心をもって、自分の求道が出来
るように、精一杯頑張ります。

河西　将生（甲府北西中）
� 陸上部
今年の県総体では、例年と比べ、
より多くの部員が6位内入賞を果
たし、南関東へとコマを進めるこ
とが出来ました。各自様々な想い
や反省点があるとは言えど、他校
の強者や学年の差にも怯むことな
く全力で挑んだことは皆に共通し
て良い経験だったと言えるだろう
と思います。しかし、当然総体は
これに終わらず、これからはより
ハイレベルな南関東で試合が行わ
れます。全国で見ても上位の選手
が多く在籍するこの地域で闘うこ
とは、やはり山梨県勢からすれば
厳しく辛い場面も幾つか出てくる
ことだろうと思います。しかし私
たち韮崎陸上部は、今までも幾度
もそのような多くの壁を突き破っ
てきたメンバーです。過去の多く
の苦難を乗り越え、着々と実力と
成果を上げてきた私たちなら、必
ず全員がベストな結果を残すこと
が出来ると思います。インターハ
イ目指して最高のパフォーマンス
をしていきたいと思います。

5月1～13日にかけて行われた第74回県高
校総合体育大会で、男子は総合得点12点で12
位、女子は総合得点9点で8位となりました。
サッカー部、山岳部（男子）、山岳部（女子）、
弓道部（女子）、陸上部（男子）、陸上部（女
子）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� 5点
陸上� 5位� 2点
バスケットボール� 1回戦敗退�
ソフトテニス� 1回戦敗退�
卓球� 1回戦敗退�
山岳� 準優勝� 3点
ハンドボール� 1回戦敗退�
バドミントン� 1回戦敗退�
弓道� ベスト16�
剣道� ベスト8� 1点
硬式野球� ベスト16� 1点

●女子成績
部名� 成績� 得点
陸上� 5位� 1点
バスケットボール� 5位� 1点
バレーボール� 5位� 1点
ソフトテニス� 2回戦敗退�
卓球� 1回戦敗退�
山岳部� 準優勝� 1点
ハンドボール� 1回戦敗退�
ソフトボール� 1回戦敗退�
弓道� 準優勝� 5点
バドミントン� 2回戦敗退�
水泳� 7位

関東大会出場‼関東大会出場‼
陸上部（男子）	 100m、200m、400m、800m、1500m（2人）、陸上部（男子）	 100m、200m、400m、800m、1500m（2人）、
	 4×400mR、走高跳、やり投げ	 4×400mR、走高跳、やり投げ
陸上部（女子）	 400m、800m、1500m（3人）、3000m（3人）、陸上部（女子）	 400m、800m、1500m（3人）、3000m（3人）、
	 100mH、4×100mR、4×400mR、走高跳	 100mH、4×100mR、4×400mR、走高跳

サッカー部サッカー部
山岳部（男子）山岳部（男子）
山岳部（女子）山岳部（女子）
弓道部（女子）弓道部（女子）

第74回
県高校総合体育大会結	果

第74回県総体

関東大会・
インターハイに向けて
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SSH
Super Science Highschool

韮崎高校は令和4年度～令和8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は生徒達が地域性を生かし峡北地域の小学校から中学校、そして本校に入学し、課題研究等で課題解決のプ
ロセスなどを学習後、大学・大学院での研究活動を経て、地域や国内外で活躍する「峡北地域生え抜き」の科学技術者を目指します。

～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」
2021年度はまだオンライン研修会が多くありました。
今後状況を見ながらできる限り現地にて研修ができるようにしていきたいと思います。
どんな状況であっても探究心を失わないのが韮高SSHです。

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11回（令和3年）
　11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　3回
◎高校生バイオサミットin鶴岡　10回連続出場
　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3回
◎JSEC2021　全国審査　優秀賞

地域連携・国際化
＊サイエンスレクチャー（5月 中学生向け）
＊科学きらきら祭り（10月 小中学生向け）
＊甘利山生態調査（8月 NPO甘利山倶楽部）
＊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

オンライン研修会　KAGRA

発表会等（県外）
全国SSH発表会（神戸・8月）
全国高等学校総合文化祭（5部門中2部門代表）（東京・8月）
JSEC、日本学生科学賞、化学工学会、ジュニア農芸化学会
バイオサミットinTSURUOKA　ほか　学会発表多数

発表会等（校内・県内）
SSH3年グループ課題研究発表会（本校・7月）
文理科SSH研究発表交流会（本校・3月）
山梨県高等学校芸術文化祭（県内・11月）
サイエンスフェスタ（県内・1月）ほか

国公立大学	75名 合格！進
状
路
況

国公立大学／75
北見工大／1
室蘭工大／1
福島大／1
筑波大／1
宇都宮大／1
横浜国立大／1
金沢大／2
山梨大／16
信州大／3

静岡大／3
秋田県立大／1
高崎経大／1
千葉県立保健医療
大／1
東京都立大／3
横浜市立大／1
富山県立大／1
福井県立大／2
山梨県立大／11

都留文科大／11
長野大／2
諏訪東京理大／10
島根県立大／1
私立大学／191
国際医療福祉大／
1
獨協大／1
文教大／3
千葉工大／3

青山学院大／1
大妻女子大／1
北里大／1
共立女子大／2
慶応大／1
国学院大／1
駒澤大／1
駒沢女子大／1
女子栄養大／1
女子美大／1

成蹊大／3
専修大／2
大東文化大／3
拓殖大／3
玉川大／3
中央大／1
帝京大／2
東海大／1
東京家政大／2
東京経大／2

東京工科大／9
東京電機大／2
東京農大／1
東京薬大／3
東洋大／1
日本大／6
日本体育大／2
法政大／2
東京都市大／2
武蔵野大／3

明治大／1
明治学院大／1
明星大／3
早稲田大／1
神奈川大／21
神奈川工科大／8
相模女子大／3
横浜薬大／1
帝京科学大／4
山梨学院大／29

山梨英和大／4
健康科学大／4
佐久大／1
静岡産業大／1
常葉大／1
愛知工業大／1
立命館大／1
桃山学院大／2
奈良大／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！

韮高だより vol.01
発　行：山梨県立韮崎高等学校　〒407-0015 山梨県韮崎市若宮三丁目 2-1
　　　　TEL0551-22-2415　FAX0551-22-2708
発行日：令和 4 年 7 月 1 日

私は韮崎高校でとても充実した高校生活を送
ることが出来ました。韮崎高校の校訓は「百折
不撓」です。「何度失敗しても志を変えない不屈
の精神」という意味です。韮高生は常にこの校
訓を心に留め、質の高い文武両道に励んでいま
す。勉強と部活動のどちらも忙しく、私にも辛
い時期がありましたが、同じ志を持つ仲間たち

と一緒だからこそ乗り越えられました。また、
私は陸上部の活動においても「百折不撓」の精
神を大切にしてきました。私は三段跳びを専門
とし、全国大会に出場するために、一年生の頃
からまずは関東大会で入賞することを目標に掲
げて練習に取り組んできました。しかし、大事
な大会の前で怪我をしてしまい、下を向きたく

なる時がありましたが、そんな時にこそ校訓を
思い出し、前を向いて挑戦し続けてきました。
韮崎高校で志を変えずに挑戦し続けた経験は、
大学に進学した今現在も様々な場面で背中を押
してくれる強い力となっています。皆さんも韮
崎高校に入学して、是非たくさんのことに挑戦
してみてください。

私は韮崎高校で様々な経験を積むことができ、
とても充実した3年間を送ることが出来ました。
文武両道の精神のもと、合唱部では目標達成の
ために日々努力を重ね、また文理科では意識の
高い仲間に恵まれながら切磋琢磨し、勉強に励
みました。勉強と部活動の両立は苦労する部分
もありましたが、先輩方からのアドバイスや周
囲の仲間に支えられ、自己を管理する能力が身
につきました。

文理科の1番の魅力はやはり SSHです。SSH
では様々な貴重な体験を通して、最先端の科学
技術に触れることが出来ました。1年時の鹿児
島研修では屋久島や桜島、種子島宇宙センター
などを訪れ、感動しました。グループでテーマ
を決めて取り組む課題研究では、「化粧水の保湿
力の持続」のテーマのもと、自分たちで課題を
みつけ、調査や実験に取り組みました。専門家
の方とコンタクトを取り、アドバイスを頂いた

ことで研究を更に深く掘り下げて考えることが
出来ました。この経験により、課題解決能力、
プレゼンテーション能力が身につき、現在の大
学生活にも役立っています。
このように文理科では、高い志を持った仲間
と共に様々なことにチャレンジできます。皆さ
んもこの文理科でしか出来ないことをたくさん
経験してください。

悔いなき3年間� 山内　愛実　東京都立大学・健康福祉学部・看護学科［須玉中出身］

韮高で得られる強い力� 櫻井　久也　山梨大学・教育学部・学校教育課程・芸術身体教育コース・保健体育系［双葉中出身］

国立大学30名 公立大学45名 私立大学191名 専門学校35名 就職3名大学校1名 短期大学11名
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