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水沢第一高等学校の教育（共育）の考え方・土台は、この校訓と精神です。

寿水荘秋祭り(太鼓）

1年生の宮沢賢治に続き、2年生は石川啄木文学散歩

　9月13日（木）と14日（金）に、2年生がそれぞれ2クラスずつ石川啄木文学散歩に
行ってきました。
　これは、1年生の宮沢賢治文学散歩と同様、郷土の作家である石川啄木の人となりと
作品について、文献学習とともに課外で生の資料等に触れ理解を深めようと国語科が
主体となって行っているものです。また、2年生は修学旅行に向けての集団行動の練習
も兼ねての実施です。
　啄木の歌碑がある不来方城跡や渋民公園、石川啄木記念館や旧斎藤家、渋民尋常小
学校をそれぞれ当時の啄木の心境に思いを寄せながら見学してきました。
 　両日とも天気が良く、しっかり学習することが出来ました。見学の成果はレポート
や新聞にまとめ、一高祭で展示します。
　千葉叶乃さんは「文学散歩では、石川啄木記念館や歌碑を巡り、啄木が過ごしてい
た環境や実際に使用していたもの、暮らしていた建物に触れることができました。ま
た記念館の館長さんのお話から、石川啄木の生い立ちや歌人らしい人間性を知ること
もでき、とても貴重な体験となりました。」と話してくれました。

休日

成績会議（短縮5時間）

生徒会役員選挙　評議員会・理事会

水沢第一高等学校＜問い合わせ・連絡先＞
　☏0197‐24-6171（事務室）　 ☎0197‐24-6173（職員室）

Eﾒｰﾙ： kyouwa@mizuichi.ed.jp

ジャンボ鍋

高総文祭総合開会式

10　月

芸術鑑賞(午前）　ﾊﾞｽｹ県選抜大会　教員(午前)

休日

体育の日　私学フェスティバル

教員出勤日(午前）

学校運営会議

教員出勤日（午前）

《校　訓》　　「神清智明(しんせいちみょう)」　「松操竹節(しょうそうちくせつ)」　「衆心成城(しゅうしんしろをなす)」
　　心は清く賢明で、確固たる信念を持ち、心を一つにすれば何事も成せる。
『教育の精神』　　教えることは教えられることだ　育てることは育てられることだ
　　生徒と教師の間に　この緊密な関係が成り立つとき　はじめて　「教育」というステージの　幕が開かれる
　　子どもから学びながら　父母や地域に支えられながら　はじめて　「学校」という豊かなドラマが　進行する
『教育目標』　人間の尊厳を自覚しそれを貫く人間　　いかなる困難にもうちかって、自主的に生きる人間
　　　　正しい知識と技術を身につけた人間に育てること

高総文祭日本音楽発表会

大掃除（3校時より授業）

職員会議

一高祭

　9月18日(火)～21日(金)まで、地域の
事業所様のご協力により、調理科2年
生が厨房業務のインターンシップに
行ってきました。
　お世話になった企業は、もみじ保育
園・胆沢保育園・東水沢保育園・第二
東水沢保育園・駒形こどもの杜・こばと
こども園・プラザイン水沢・リサージュ
四季の抄・四季の抄街の中店・ホテル
ニュー江刺・薬師堂温泉・福寿荘・水
沢給食センター・奥州市立江刺学校給
食センター・奥州市立胆沢学校給食セ
ンター・奥州市立前沢学校給食セン
ター・ドリームサンタ・ガトージョージ・
水沢サンパレスホテル・水沢グランド
ホテル・奥州病院・キクヤ本社工場
（順不同・敬称略）でした。受入れご協
力有難うございました。
　ガトージョージで体験実習をした山崎
穂佳さんは「メレンゲの硬さやホイッ
パーの持ち方等ガトーショコラを作るコ
ツを教えて頂いたり、ビターやフックな
ど普段見ることができない器具に触れ
ることができたり、貴重な体験をさせて
頂き感謝でいっぱいです。楽しかった
気持ちも大切に、これからもっと頑
張っていきます。」と話してくれました。

調理科2年生
厨房業務　ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

行事予定

奥州市民芸術長唄演奏会（邦楽）

9　月

休日　事務出勤日　衣替え　

通知票発送　整容指導

ﾊﾞﾚｰ･ﾊﾞﾄﾞ予選　　陸上東北大会第565号

2018年
9月26日（水）

家庭・生徒と学校をつなぐ通信

発行：学校法人協和学院 水沢第一高等学校 （文責：藤沢）

10月から、教職員の勤務時

間が変わります。別紙お知らせ
でご確認ください。



　9月13日（木）・14日（金）、陸前高田市に、1年生が復興支援のボランティアに初
めて出かけてきました。作業は両日ともモビリアで空室になっている仮設住宅の草
取りでした。手で草を抜いたり鎌を使って大きな草を刈ったり、取った草を集めた
り、各自が自分で仕事を見つけながら作業をしました。先に行った2年生も一所懸
命草取りを行ってきましたが、草はまだまだ随所に生い茂っており、暑い中汗をか
きながら、懸命に復興支援の一助になろうと作業に取り組んでいました。
　及川昭弥さんは「今回被災地ボランティアを体験して、僕たちが住んでいる家や
普段の生活は当たり前ではないということを改めて実感しました。バスの移動中、
窓のないアパートを見ました。また今回の草取りは、学校の校庭を元のようにする
ために、そこに住んでいた人が空きのある仮設住宅に再び移り住むための準備で
あると聞き、悲しい気持ちになりました。そのような生活をしている人たちの為にボ
ランティアが出来て、とても良かったと思っています。機会があればまた参加した
いです。」と話してくれました。

同窓会新役員決定

　平成30年度同窓会総会が9月22日
（土）に行われ、新役員体制が決定
しました。
　新会長：石川剛さん(H14年卒)

　副会長：岩渕浩二さん(S48年卒)・
千田智晴さん(H14年卒)・伊藤勝校長
　監事：及川秀子さん(S48年卒)・佐
藤透さん(S52年卒)・及川由菊さん(H4

年卒)　がそれぞれ選出されました。
　皆さん宜しくお願いいたします。

1年生　初めての被災地復興ボランティア自分の進路を具体に考える　1年生ガイダンス
　9月18日（火）5～7校時、㈱キッズコーポレーションのご協力の下、1年生の進路ガイ
ダンスが行われました。
　5校時目は「逆算して進路を考えよう」と題した全体講演会。6～7校時は「大学・短大」
「専門学校」「就職」の分野ごと講義を2つ受講し、自分の今後歩む進路について考え
ました。
　普通科の菊地慶汰さんは「自分の進路実現に向けて、1年生の時から評定が大事だ
とわかりました。自分の将来のイメージをもって、逆算してどこの学校に進学するかなど
を考え、3年生になって後悔しないように、勉強していきたい。」と、調理科の千田洸奈
さんは「就職にも興味を持つことができました。いろいろな場面で、座っているとき、
立っている時の姿勢が大事だということがわかりました。また1つの職場で仕事が何種
類もある場合、やりたいこと以外の仕事もできるので、人生の経験を多く積むことができ
ると思いました。今回学んだことはこれからの自分の進路選択で大事になってくると思う
ので、活かしていきたいです。」とそれぞれ話してくれました。

毎週火曜日 が 教育相談日となっており、スクールカウンセラーの髙橋昇先生が教育相談室（保健室隣）にいらっしゃいます。
相談対応は 原則8：45～16：45までの1時間、予約制です。 相談のご希望がある場合には、担任または養護教諭（及川志保先生）にお話しください。
相談日時を調整のうえ、ご連絡いたします。 生徒の皆さんはもちろん、保護者の方のみの相談も受け付けております。 お気軽にご連絡ください。 (出校予定：10/2.16.23.30)

👑 各 部 の 活 躍 👑
☆陸上競技部 岩手県陸上競技選手権大会

男子 1部 4×400mR：（菊地恭平・杣田博紀・伊藤飛海・原田望永月） 7位 やり投：吉田翔太 8位
2部 400m：菊地恭平8位 4×１00mR：（田村風太・杣田博紀・伊藤飛海・菊地恭平 ）2位‼
少年A ハンマー投：千葉源大 2位 馬場北斗 5位 吉田翔太 6位 佐藤圭斗 8位 少年B 伊藤飛海 4位
少年共通 円盤投：馬場北斗 3位！

女子 1部 4×100mR：（小関しおん・渡邊悠菜・遠藤沙華・佐藤泉水） 7位 棒高跳：稲葉奈央 6位 走幅跳：小関しおん 5位
砲丸投：大畑葵 5位 円盤投：高橋優奈 4位 箱石瑞稀 5位 庄司ゆき野 6位 ハンマー投：山本琳 2位‼ 高橋優奈 5位

2部 100m：佐藤泉水 6位 遠藤沙華 7位 400m：渡邊悠菜 3位‼ 100mH：小関しおん 1位‼
4×400mR：（遠藤沙華・渡邊悠菜・藤村愛瑠・佐藤泉水 ）2位‼ 走高跳佐藤知花 2位‼ 砲丸投：高橋華凛 3位！
円盤投：高橋華凛 1位‼ ハンマー投：大畑葵 1位‼ 石川瑞姫 2位‼ やり投：佐藤杏姫 5位 箱石瑞稀 6位

少年B 走幅跳：佐藤彩菜 6位 小向美保 7位
☆バスケットボール部 県選抜予選 男女県大会へ

男子 vs金ヶ崎 92：70 勝
女子 推薦（高総体ベスト8）

☆水泳部 県高校新人大会 東北大会へ3名！
男子 100ｍ自由形：今野文翔 2位！ 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ：今野文翔 1位‼
女子 100ｍ平泳ぎ：山本珠璃 5位 200ｍ平泳ぎ：山本珠璃 3位！ 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ：千葉美南2位！ 400ｍ個人メドレー：千葉美南1位‼


